
 

 

 

２０２３年１月４日 
東京臨海 RC   【第１２６1 回例会】 

東京臨海北斗 RSC 【第 70 回例会】 

 

新年初例会 

「新年のご挨拶」 

東京臨海ＲＣ会長    杉浦孝浩様 

東京臨海北斗ＲＳＣ議長 小松啓祐様 

 

 
 

 

 
 

 

「～ローターアクト塾～」 

東京江戸川ローターアクトクラブ 

会 長  鈴木悠菜様 

副会長  細田直希様 

幹 事  金岡悠人様 

 

 

 

   

 

 

６月１日の卓話 ６月１５日の卓話 

１月４日の卓話 １月１８日の卓話 

≪2022 年 12 月 21 日例会報告≫ 

 東京臨海 RC 第 1260 回  

 東京臨海北斗 RSC 第 69 回  

司会：畠山会員 

■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でした。 

■ビジター紹介：高吉会員・小松靖教会員 

荒井知久様（東京江戸川ＲＣ） 

田中吉嗣様（東京江戸川ＲＣ） 

小林 司 様（東京江戸川ＲＣ） 

市川 充 様（東京江戸川ＲＣ） 

■会長報告：杉浦会長 

・本日は、1時 5分より「臨時クラブ奉仕委員会」を開

催の為卓話はなく、例会を 1時に終了致します。 

■幹事報告：井上幹事  

・今年の例会は、本日が最終です。新年は、1 月 4 日

12：30より「新年初例会」を行いますので、会員皆

様、ご参集下さるようお願い致します。 

・12月の定例理事役員会報告を 12月 20日に会員皆様

へメール送信致しました。 
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■委員会報告  

・クラブ奉仕委員会（酒井委員長） 

 本日例会後 1 時 5 分より「臨時クラブ奉仕委員会」

を開催致します。内容は、創立 30周年記念事業につ

いてですので、会員皆様の出席をお願い致します。 

・プログラム構成委員会（伊佐委員長） 

 ロータリーの友 12月号紹介 

・青少年奉仕委員会（大西委員長） 

 第 2580地区青少年交換委員会より、2023-2024年度 

青少年交換プログラム「ホストファミリー募集とホ

ストファミリーバンク登録のお願い」が届きました。 

 青少年交換は、世界中のロータリークラブが国際理

解と青少年育成のための奉仕活動として参加してい

るプログラムです。当地区でも 60年近く継続してお

り、現在でも活発に活動しています。ただ最近では

ホストファミリーの確保が難しいクラブが増えてお

り、この素晴らしいプログラムを存続させるために

も、ホストクラブ以外でのホストファミリー確保の

ため、2023 年夏に来日し 2024 年夏までホームステ

イで滞在する高校生留学生を家族として迎え入れて

いただける地区内ホストファミリーを募集していま

す。（ホストクラブ以外の会員の方でもホストファミ

リーとしてこのプログラムに参加いただけます。） 

ご協力いただけるご家庭を当委員会ホストファミリ

ーバンクに登録させていただきます。また、当委員

会より学生受入についてご相談させていただきます。 

ぜひ、世界各国から来る留学生のホームステイを通

して異文化交流してください。特に小中高生のいる

ご家庭では、大変良い経験もできると思います。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

＜ホームステイの期間＞2023 年 10 月中旬～2024 年

7月中旬帰国までの期間のうち 2ヶ月～3ヶ月 

ご協力頂ける方は、当クラブの青少年奉仕委員会ま

でご連絡下さい。 

■地区委員会報告  

・地区公共イメージ部門アースデーチーム：佐藤正樹

地区委員 

 4月 22日はアースデーです。地球や環境のことを考

え、美しい自然環境に感謝する 1日とされています。

アースデー2580「ぶっく・デ・アース」の活動が行わ

れてます。家に眠っている古本を回収し、その売却

資金で 2023 年 4 月 22 日のアースデーに地域と連携

して、草花・植木を植栽する活動です。古本の回収に

ご協力頂きありがとうございます。回収締切日は、

本日 12 月 21 日の例会時間まででお願いしておりま

したので、ご協力ありがとうございました。 

 
 

 

■出席状況報告：櫻田会員 

東京臨海 RC 

 会員数：57名 

出 席：37名（例会場：37名 ZOOM：0名） 

欠 席：20名 

 出席率：66.07％ 

東京臨海北斗 RSC 

 会員数：28名  

出 席： 7名（例会場：7名 ZOOM：0名） 

欠 席：21名          

出席率：25.00％ 

■ニコニコ BOX報告：工藤会員 

(ご意向)本日は、お世話になります。：荒井知久様、 

 田中吉嗣様、小林司様、市川充様(東京江戸川ＲＣ) 

(ご意向)本日は、臨時クラブ奉仕委員会を開催致しま

すので、皆様よろしくお願い致します。：杉浦会長、

酒井副会長、井上幹事、寺田雄司会員、勝間田会員、

佐藤大輔会員、秋田会員、笹島会員、小松啓祐会員、 

柴田会員、須藤会員、菅原会員、見浪会員、斉藤会員、

樋口会員、伊佐会員、髙橋会員、今会員、渡辺会員、

入澤会員、本多会員、諫山会員、櫻田会員、田村会員、

曽根会員、内海会員、大澤会員、小林健一郎会員、 

田中会員、畠山会員、白井会員、大西会員、沓澤会員、

村社会員、山田晃久会員、工藤会員 

 

 
■卓 話 

 本日、卓話はございません。休憩を挟んで、「臨時ク

ラブ奉仕委員会」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 
 

2022年～2023年度 東京臨海 RC 

＜臨時クラブ奉仕委員会報告＞ 

日時： 2022年 12月 21日（水）13:05 – 14:00＞  

場所：東武ホテルレバント東京 3階「龍田の間」 

内容：次年度の目玉行事とする「クラブ創立 30周年記

念事業」の詳細についての説明を下記の項目に

沿って行いました。 

＜議事次第＞ 

●司会・進行：酒井教吉クラブ奉仕委員長 

●開会の挨拶：杉浦孝浩会長 

●創立 30周年記念事業について：斉藤実 実行委員長  

             

1．30周年記念祝賀会について               

2．船堀駅前モニュメントの設置について  

3．新クラブの設立について 

4．その他        

⇒出席の皆様より全項目の承認を頂いた。 

【35 件 59,000 円 今年度累計 1,182,500 円】 
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新年のご挨拶 
 

 

 

 

 

 

東京臨海ロータリークラブ 

会長 杉浦孝浩 

 

 

新年あけましておめでとうございます。本年もよろし 

くお願いいたします。 

昨年はクラブとしても 2年振りに様々なイベントやプ 

ログラムを行う事が出来ました。7月 6日の初例会に 

始まり、クラブ奉仕フォーラムを行いました。唯一、7 

月は東武ホテルレバント東京さんのオールディーズが 

中止になってしまいました。 

8月は 29周年記念例会があり、9月はバギオサマーキ 

ャピタル RCが来日して盛大に歓迎会をしました。 

10月は大盛り上がりの親睦旅行、自事業活性化委員会 

では沢山学びがありました。そして何と言っても当ク 

ラブ初めての地区懇親ゴルフ決勝大会優勝！分区でも 

優勝してダブルで嬉しい出来事でした。今年のホスト 

クラブ頑張りましょう。 

11月はガバナー公式訪問と家庭集会、パラボールフェ 

スティバル、オレンジボールと大忙しでした。 

そして 12月、忘年家族会は「家族奉仕」の名のもと佐 

久間親睦委員長が大いに盛り上げてくれました。台北 

仁愛ロータリークラブの 36周年記念例会にも参加し 

て久しぶりの海外渡航をしました。 

また、江戸っ子ぬくもり応援 RCCの活動も毎月会議を 

行い、鈴木会員・工藤会員の協力もありフードバンク 

設立が実現化しました。1月に正式な稼働をしますが、 

改めて及川隊長には例会にて報告して頂きます。 

今年も全てのプログラムを実施して皆さんの参加を願 

い、私のターゲットである「奉仕して学び向上しよう」 

の実践を体感する機会を作りたいです。 

また今年、当クラブは 30周年を迎えます。大きな節目 

です。記念事業もたくさん企画があります。地域で日 

本で世界でインパクトのある良い事を実践して行きま 

しょう。 

皆さまどうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京臨海ロータリークラブ 

副会長 酒井教吉 

 

新年、あけましておめでとうございます。本年もよろ 

しくお願い申し上げます。 

旧年中は杉浦会長、井上幹事共々お世話になり、誠に 

ありがとうございました。 

またいろいろな奉仕活動を通じて当クラブの結束の固 

さを確認できた年でもありました。 

パラボール、オレンジボール等の社会奉仕活動、久し 

ぶりの５０人規模の大人数親睦旅行、さらに栄えある 

ゴルフ地区大会優勝等素晴らしく感動するシーンの連 

続でした。 

まさにコロナ明けを祝うか如く慶び多き年でもありま 

した。これも一重に皆様の熱いパッションのおかげと 

感謝申し上げます。 

さて本年はいよいよ 30周年の年となりました。 

わたしもエレクトとして次年度のスタートをどう切る 

かわくわくドキドキしております。 

今年はいろいろなことが起こる年としてとらえ「大変 

革」の年として位置づけ、思う存分やっていく所存で 

ございますので、何卒よろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

東京臨海ロータリークラブ 

東京臨海北斗ロータリー衛星クラブ 

幹事 井上晴貴 

 

皆様、新年あけましておめでとうございます。すっか 

りと、ハイブリッド例会にも慣れて、ウィズコロナを 

実践できていることは、素晴らしいです。おかげさま 

で、他クラブがやっていな感染管理も率先して臨海ク 

ラブは徹底しています。集団感染が出ていないことは、 

喜ばしいです。 

東京臨海ロータリークラブ会長ターゲット「奉仕して 

学び向上しよう」もあと半年となりましたが、各種奉 

仕活動に積極的に会員皆様へ参加をしていただくには、 

まずは自ら参加し、意義ある行動として継続して伝え 

てくことが大切です。後半頑張ります！ 

東京臨海北斗ロータリー衛星クラブ議長ターゲット 

「自主性を持った奉仕と運営」ですが、これも継続し 

て、例会に参加して頂き、会の楽しさを伝えられるよ 

うな運営を心掛け致します。 

本年度も親睦を図りながら、ともに成長し、自らも向 

上できるように、会の運営に一生懸命に頑張ります。 

ご指導ご鞭撻ご協力のほど、宜しくお願い致します。 
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東京臨海北斗ロータリー衛星クラブ 

議長 小松啓祐 

 

旧年中は大変お世話になりありがとうございました。 

本年も宜しくお願い致します。 

昨年 7月より新年度体制が始まり、早半年が経ち、折 

り返し地点となりました。 

半期経過を機に、今年度の東京臨海北斗ロータリー衛 

星クラブのターゲットである『自主性を持った奉仕と 

運営』について、どのくらい実践できたか？をここま 

での半年をイベントに沿って振り返りましたので新年 

の挨拶と共に皆様と共有させて頂きます。 

 

(1) 熱海への親睦旅行 

一部東京臨海ロータリークラブメンバーと重複します 

が、東京臨海北斗ロータリー衛星クラブからは 11名参 

加致しました。その中でも佐久間親睦委員長を筆頭と 

し、我がクラブの熊澤会員が自主性を持って盛大に盛 

り上げてくれました。又、2日目はゴルフ組と米山記念 

館訪問組に分かれ、ゴルフ組は更なる親睦を、米山記 

念館訪問組はロータリーの知見を深められた大変有意 

義な旅行だったように思います。 

 

(2) 自事業活性化委員会 

一部東京臨海ロータリークラブメンバーと重複します 

が、東京臨海北斗ロータリー衛星クラブからは 21名参 

加致しました。その中でも大貫副議長はじめとする KSG 

の皆様より設営・運営含めて多大なるサポートを頂き 

ました。又、鈴木会員の知識、情熱、考え方、内海会員 

の税理士会計士視点の知識を学び、大変勉強になる時 

間でございました。 

 

(3) 忘年家族会 

一部東京臨海ロータリークラブメンバーと重複します 

が、東京臨海北斗ロータリー衛星クラブからは 25名参 

加致しました。東京臨海北斗ロータリー衛星クラブメ 

ンバーの多くが自主的に SAAのタスキを掛け、お子様 

へのプレゼントのお渡しや抽選会のサポートを頂きま 

して本当に感謝申し上げます。 

 

3つのイベントを振り返ってみると、まだまだ出席率の 

問題や出席メンバーの偏りの問題はあるものの、従来 

と比較すると総じて、各会員が自主性を持って奉仕・ 

運営を行っているのではと感じております。 

正に今年度のターゲットを皆様に実践頂いております。 

残り半年も出来る限り例会や各イベント事に参加頂き、 

親睦と同時にロータリーの知見を一緒に深めていきた 

いと思っております。 

改めまして、本年も宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

東京臨海北斗ロータリー衛星クラブ 

副議長 大貫翔吾 

 

皆様、新年明けましておめでとうございます。 

東京臨海北斗ロータリー衛星クラブが発足して丸 2年 

が経過いたしました。 

発足時から現在も続くコロナによる影響もさることな 

がら、昨年は特にロシアとウクライナの戦争が始まり 

世界を震撼させました。 

その後も円安による物価上昇等、不安が続く一年間で 

した。 

その中でも、我々ロータリークラブは奉仕の理念を忘 

れず様々な前向きな活動をしてきておりました。今後 

もこの善行の輪を広げ今年一年、昨年よりも一歩も二 

歩も前に歩みを進められる活動を心掛けていくと同時 

に、気持ち新たに小松議長のターゲットである「自主 

性を持った奉仕と運営」を追求していきたいと考えて 

おります。 

今後も、会員皆様のご協力をいただきながらより良い 

クラブ活動を目指していきますので、本年も何卒宜し 

く御願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

当クラブ例会変更 

 

2023年 1月 11日（水）：休会（祝日週） 

  

 

 

      


