
 

 

 

２０２２年１０月２６日 
東京臨海 RC   【第１２５５回例会】 

東京臨海北斗 RSC 【第６４回例会】 

 

髙橋映治ガバナー補佐訪問 

「第 2回クラブ協議会」 

 

 
 

 

 
 

 

 

嶋村文男ガバナー公式訪問 

「ガバナー卓話」 

国際ロータリー第 2580地区 

ガバナー 嶋村文男様 

 

 

 

   

 

 

６月１日の卓話 ６月１５日の卓話 

１０月２６日の卓話 １１月９日の卓話 

≪2022 年 10 月 19 日例会報告≫ 

 東京臨海 RC 第 1254 回  

 東京臨海北斗 RSC 第 63 回  

司会：太田会員 

■点鐘：東京臨海 RC 杉浦孝浩会長 

    東京臨海北斗 RSC 小松啓祐議長 

 
■ロータリーソング斉唱「それでこそロータリー」 

：ソングリーダー：吉成副委員長 

■「四つのテスト」斉唱（歌） 

■「ロータリーの目的」東京臨海 RC抜萃 Ver.唱和 

：酒井副会長 

 

■来賓・ゲストスピーカー紹介：杉浦会長 

本日は、いらっしゃいません。 

■ビジター紹介：高吉会員 

 井上タケヒト様（フィジー・スバＲＣ） 

東野一丸様（菅澤会員ゲスト） 

 

■会長報告：杉浦会長 

・本日は、社会奉仕部門フォーラムを 1 時より開催致

しますので、卓話はなく、例会を 1 時に終了させて

頂きます。 

・東分区懇親ゴルフ大会が 10 月 17 日に開催され、当

クラブが優勝しました。優勝トロフィーをご披露致

します。 

・嶋村文男ガバナーより、2022年 8月青森大雨災害支

援金の件、お礼の連絡がありました。 

10 月 13 日付にて 2,503,000 円を国際ロータリー第

2830地区〔青森県〕へ送金いたしましたのでご報告

申し上げます。多くの支援金、誠にありがとうござ

いました。 

・国際ロータリー理事とロータリー公共イメージコー

ディネーターより、ポリオデー前週 2022年 10月 18

日（火）の日本経済新聞にロータリー広告の掲載が

決まったと連絡がありました。 
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■幹事報告：井上幹事  

・クールビズは、10月までとしておりますが、来週は

髙橋ガバナー補佐訪問日になりますので、今年のク

ールビズは、本日までとさせて頂きます。次週から

ネクタイ着用でお願い致します。 

・次週 10 月 26 日は、高橋ガバナー補佐訪問日です。

例会後にクラブ協議会も開催致しますので、会員皆

様のご出席をお願い致します。また、方針と計画書

は、9月 22日にデータで会員皆様に送信してありま

すので、各自で準備をお願い致します。また、発表を

担当されている皆様は、9月 20日に送付したクラブ

協議会の式次第に沿って進行致しますので、ご準備

をお願い致します。 

・嶋村文男ガバナー公式訪問は、11月 9日（水）です。

記念写真撮影を例会前に致しますので、全会員様参

加で、11 時 45 分にご集合下さるようお願い致しま

す。 

・東京臨海西 RC創立 5周年記念例会・祝賀懇親会の会

費 15,000円を集めております。参加費をクラブで取

り纏めて振込ますので、参加でまだ未納の方は、臨

海 RC事務局までお預け下さい。 

・10月の理事役員会報告を 10月 18日メール送信致し

ました。 

 
 

■委員会報告  

・社会奉仕委員会（坂本委員長） 

 本日 13時より、社会奉仕フォーラムを開催致します。

会員皆様のご出席をお願い致します。 

・ロータリー情報担当（司会者代読） 

 家庭集会を 11月に開催致します。開催日等の連絡を

10月 17日に会員皆様に発信致しました。 

 ご出席をお願い致します。また、出欠の連絡を 10月

26日までに、各グループのサブリーダー宛、連絡を

お願い致します。 

・自事業活性化委委員会（内海副委員長） 

 自事業活性化委員会は、10 月 21 日（金）16 時より

タワーホール船堀で開催致します。参加お申込みの

皆様は、ご参集お願い致します。 

 
 

・秋田ゴルフ幹事 

 ①東分区懇親ゴルフ大会参加報告 

 ②地区懇親ゴルフ決勝大会について 

  開催日：2022年 11月 21日（月）  

場所：水海道ゴルフクラブ  参加費：12,000円 

・プログラム構成委員会（伊佐委員長） 

 ロータリーの友 10月号紹介 

・パラボール（村社会員） 

 11月 16日（水）開催のパラボールフェスティバルに

は、会員皆様のご出席、ご協力よろしくお願い致し

ます。 

・酒井会長エレクト 

 本日、指名委員会を社会奉仕フォーラム終了後、こ

の会場にて開催致しますので、委員の皆様はお残り

下さい。 

 
 

■出席状況報告：榎本会員 

東京臨海 RC 

 会員数：57名 

出 席：35名 

欠 席：22名 

 出席率：63.64％ 

東京臨海北斗 RSC 

 会員数：25名  

出 席：7名（例会場：7名 ZOOM：0名） 

欠 席：18名          

出席率：28.00％ 

 

■ニコニコ BOX報告：工藤会員 

(ご意向)社会奉仕フォーラム、坂本委員長、宜しくお

願いします。：杉浦会長、酒井副会長、井上幹事、 

須藤会員、入澤会員、太田会員、寺田雄司会員、 

竹下会員、倉田会員、柴田会員、髙橋会員、勝間田会

員、佐久間裕章会員、村社会員、畠山会員、熊澤会員、

坂本会員、斉藤会員、今会員、内海会員、伊佐会員、

見浪会員、関口会員、菅原会員、須田会員、秋田会員、

諫山会員、小松啓祐会員、榎本会員、大西会員、 

高吉会員、田中会員、山田晃久会員、吉成会員、 

白井会員、佐藤大輔会員、工藤会員、今井会員 

 
 

■卓話  

本日、卓話はございません。休憩を挟んで「社会奉仕

部門フォーラム」を開催致します。 

 

■点鐘：東京臨海 RC 杉浦孝浩会長 

    東京臨海北斗 RSC 小松啓祐議長 

 

 

【36 件 51,000 円 今年度累計 852,000 円】 
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2022～2023年度 東京臨海 RC 

社会奉仕部門フォーラム報告 
＜2022年 10月 19日（水）13：05～14：30＞ 

司会・進行 坂本康朋社会奉仕委員長 

杉浦会長のターゲットである『奉仕して学び向上しよ 

う』の根本であるフォーラムである。 

奉仕という事を学びロータリアンとしての向上を図れ 

る良き機会でもある。 

コロナ禍により活動が出来ない状況であった為、新会 

員の方々は当クラブの社会奉仕活動に参加出来ていな 

かった。本年度は各会員に積極的に参加して頂き社会 

奉仕を体感して貰う良き機会とし、活動の趣旨を深く 

理解して貰うフォーラムとする。 

 

RCC担当 白井会員 

RCCとは 1986年に当時マットガバナーさんが世界的な 

奉仕活動を更にプロジェクトで詰めようとして新しく 

作られた。105か国 227地区で活動しており 1万 1千 

以上があり広まっている。ただ日本ではまだ実践では 

うまくいってないというところが現実です。 

RCCの意味とはロータリー コミュニティ コープス 

という訳でロータリー・地域社会・共同隊、具体的に言 

うと生活状態をよくして生きる喜びを実感して頂く、 

生活奉仕活動です。 

ただし RCCにはロータリー会員は入会できない。直接 

携わるのではなく援助して別にあると認識してくださ 

い。 

江戸川区 RCCでは 江戸っ子ぬくもり応援 RCCに応援 

を頂く、援助してまず応援して頂きたい。 

RCCがなにをやっているか らいおんはーと中心に指 

導 サポートすることによって食に困っている人達の 

助けになっています。皆さまからのサポートがないと 

活動できないのでロータリーサポートを拡大して頂き 

たい。江戸っ子ぬくもり RCCは、今年の 6月 22日に及 

川理事長も出席頂き、結成認証伝達式を行った。臨海 

ロータリーでは杉浦会長をはじめフードバンクから困 

っている人に食べ物を差し上げる場所を江戸川区に作 

りたいという事で【RCC】これからも応援頂きたい。 

応援をお願いし、ご説明に代えさせて頂きます。 

 

 

オレンジボール担当 村社会員 

社会奉仕オレンジボールを説明します。オレンジボー 

ルとは小学生 3年生を中心とした少年野球の大会を立 

ち上げています。そこでロータリークラブが何をして 

いるかというと野球ノートやメダルとかカップなど賞 

を提供しています。今、野球人口も減少して年間 5チ 

ームぐらい減っている状況です。この 3年生の大会か 

ら協賛することで盛り上げて野球ノートやメダル、カ 

ップなど用意して行っています。現在、地区予選 16チ 

ーム 320名分の用意した野球ノートも好評で今年は 

11/13が開会式、11/27に閉会式を予定しており 10名 

ぐらい参加して頂けると助かります。ただし、毎年閉 

会式の日程は、ずれます。（笑）天候の問題だったり、 

上位チームの上級生別での大会と重なってしまったり 

しています。大会ではロータリーの旗など掲げて盛り 

上がっています。 

鈴木会員の補足で このオレンジボールの前途は 20 

年も前から行なわれており、オレンジボールとなって 

最初の大会の学生が大学 4年生になっており、甲子園 

球児もでてきています。皆でこれからもそういった将 

来に向けての役に立てるきっかけになる社会奉仕活動 

を積極的取り組んでいこう！ 

 

 

パラボール担当 佐藤大輔直前会長 

パラボールとはパラボールフェスティバルが正式名で、 

パラボールリーグ協会が開催し、当クラブも共催とし 

てかかわっている社会奉仕活動です。 

ロータリークラブでは臨海西 RC栗山元会長はじめ役 

員で行っています。内容としては障害者のパラボール 

ティーボール野球を行っています。ティボールとは IBA 

と野球の協会など加盟している団体があり参加チーム 

に鈴木会員から道具など届けています。 

パラボールフェスティバルの開催に福祉作業所 団体 

チームでティーボールなど行っています。携わり方と 

しては、基本当日のお手伝い、また障碍者の方に健常 

者が職業なども支援しています。そういった職のお手 

伝いからフェスティバルでは外野で、作っているもの 

を販売したりなども行っています。その売り上げにも 

会員の皆様は協力をお願いします。ロータリーからは 

運営費などの為に協賛しています。またコロナ禍の為 
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第 1回から間が空いて、第２回が 11月 16日に開催さ 

れます。 

江戸川花火大会の翌日に河川敷の掃除など総勢５００ 

名参加して臨海ロータリークラブ先頭になって行う江 

戸リバークリーンフェスタも行っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

江戸川区長へ表敬訪問 
 

・今後の臨海 RC軍団と公共行政との共働について  

会長 杉浦孝浩 

10月 20日（木）江戸川区長へ、鈴木孝行会員の個人 

寄付贈呈式と東京臨海ロータリークラブ今年度の社会

奉仕活動報告ならびに 30 周年記念事業のお願いをし

て参りました。東京臨海東 RC 会長、東京臨海北斗 RC

議長も同行いたしました。 

 
鈴木孝行会員は毎年 1,000万円を年 2回寄付されて 

おり、現在累計 23回で合計 2億 5,500万円を個人にて

江戸川区へ寄付しております。 

この寄付は江戸川区の青少年育成や社会福祉の為に有 

意義に使われております。 

この贈呈式を通じて公共団体・行政との付き合い方（共 

働・協同・公共イメージ向上）を学びました。今年度、 

私のテーマである「奉仕して学び向上しよう」の実践 

です。 

 
本クラブの活動報告では、オレンジボール大会・パ 

ラボールリーグフェスティバル・江戸っ子ぬくもり応

援 RCC の報告とご相談をさせて頂き、行政から様々な

協力をして頂けることを確認することが出来ました。 

30周年記念事業においては、斉藤実 30周年実行委 

員長から船堀駅前の記念碑モニュメントの説明をさせ

て頂き、これも快く承諾いただきました。 

また、クラブ拡大事業として新クラブ設立予定の説明 

をさせて頂きました。 

次年度の奉仕活動として、今年度の事業継続ならびに 

「江戸リバークリーンフェスタ」の計画と「ボッチャ 

大会支援」の計画を報告いたしました。 

とても有意義な機会となりました。東京臨海ロータ 

リークラブとして更なる奉仕活動を通じて学び、向上

して行こうと思う所存でございます。楽しんで頑張り

ましょう！ 

 

当クラブ例会変更 
 

2022年 11月 2日（水）例会は 

休会（祝日週）です。 

 

 


