
 

 

 

1 月 8 日の卓話  12 月 25 日の出席率  1 月 15 日の卓話  

 会員在籍者数 37 名 

 会員出席者数 29 名 

 会員欠席者数 8 名 

 本日の出席率 78.37％ 

  

「バギオ基金の生い立ち、背景、

そして現在」 

当クラブ特別代表 

東京臨海ロータリークラブ 

斉藤 実様 

「新年初例会」 

「年頭にあたって」 

会長 飯塚憲貴様 

 

向島千代田 獅子舞 

 

2020 年 12 月 25 日［第 49 回］ 

≪2020-2021 年度夜間例会 第 49 回例会報≫ 

2020 年 12 月 25 日（金）12：30～13：30 東武ホテルレバント東京「吉野の間」 

 

■点鐘：飯塚憲貴会長 

「先週の夜間例会お疲れさまでした。楽しんでいただけたよ

うで大変良かったです。今日は今年最後の例会となりますの

で、ぜひ皆さんで楽しんでいきたいと思います。」 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

(飯塚憲貴会長) 

 

国歌斉唱・ロータリーソング斉唱：本日は、新型

コロナウィルス感染予防のため、歌わずお聞きく

ださい 

 

■来賓・ゲストスピーカー紹介：飯塚憲貴会長 

●東京臨海西ロータリークラブ 特別代表 

東京臨海ロータリークラブ   斉藤 実様 

●東京臨海西ロータリークラブ 発起人代表  

東京臨海ロータリークラブ   鈴木孝行様 

(特別代表 斉藤実様)       (発起人代表 鈴木孝行様) 

 

■ビジター紹介：武井隆光会員 

●佐々木実様（飯塚憲貴会長ゲスト） 

(武井隆光会員)         (佐々木実様) 
 

 



 
 

 

■会長報告・スピーチ：飯塚憲貴会長 

「今年はコロナで色々と考えさせられる事があったと思い

ます。色々考える事で、良い機会にもなったと思います。夜

間例会も本来であれば、ご家族もお呼びして、みんなで日頃

の家族への労いをする会だったんですけど、ご家族にお土産

を持って帰ってもらって喜んでもらえたようですので、それ

はそれで良かったのかなと思っております。」 

 

●一般財団法人比国育英会バギオ基金より 

感謝状贈呈 

(左から飯塚憲貴会長、比国育英会バギオ基金 斉藤実副会長、 

栗山義広直前会長) 
 

●疾病予防と治療月間について 

「ロータリークラブは毎月目標があり、今月は疾病予防と治

療月間ということなんですけど、今年は世界中にコロナの影

響でかなり例会の中止が多いようです。特にヨーロッパはロ

ックダウンで家から出れない事が多いようで軒並みオンラ

インでの例会になっているようです。ぜひロータリーの友を

読んでいただいてお互いの意見を語り合っていただきたい

です。」 

 

■幹事報告：大星太郎幹事  

●下半期のスケジュールをメールボックスに 

入れました 

●12/4 の週報より文字起こしの報告 

●1/8 の初例会は獅子舞が来ますので、1000 円の

ご用意を 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(大星太郎幹事) 

 

 

 

■委員会報告 

●親睦活動委員会 飯塚正裕委員長より 

 2021 年 2 月 19 日は新入会員歓迎会です 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(飯塚正裕委員長) 

 

●社会奉仕委員会 島崎久志委員長より 

 らいおんはーとクリスマス会への 

プレゼント寄付の報告 

「前回の夜間例会のときに、らいおんはーとさんのクリスマ

ス会に有志の方の寄付、よろしくお願いしますということで

お伝えしましたが、皆さまのご協力がありまして20万 1,000

円集まりました。佐々木会員の方がプレゼント等々用意して

いただいておりましたので、このお金をそれに充当させてい

ただきます。皆さま、ご協力ありがとうございました。」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(島崎久志委員長) 

 

 

■出席状況報告：雪丸隆史会員 

⇒詳細 1頁バナー下の出席状況報告欄にて 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(雪丸隆史会員) 

 

 

 

 



 
 

 

■ニコニコ BOX 報告：石田清貴会員 

(ご意向)今年最後の例会お疲れ様でした。来年も

よろしくお願いします：斉藤実様(東京臨

海 RC・当クラブ特別代表) 

(ご意向)油井委員長、昨晩はお疲れ様でした 

:鈴木孝行様(東京臨海 RC・当クラブ発起

人代表) 

(ご意向)今年最後の例会もよろしくお願いいたし

ます。来年も今年以上に楽しみましょ

う：飯塚会長 

(ご意向)今年最後の例会よろしくお願い致しま

す：間野会員 

(ご意向)今年最後の例会よろしくお願い致しま

す：金森会員 

 

栗山会員、油井会員、西野副会長、大星幹事 

平井会員、伊藤会員、飯塚正裕会員、岩崎会員 

島崎会員、岡田会員、大西会員、継岩会員 

髙橋会員、福本会員、倉持会員、田名網会員 

三橋会員、雪丸会員、橋会員、佐藤会員 

北林会員、武井会員、岸会員、石田会員 

坂東会員 

 

【30件 96,000 円  累計 1,529,110 円】 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(石田清貴会員) 

 

 

 

■本日の卓話：飯塚憲貴会長 

 「上半期の総括」 

 

今日の卓話というか、今年最後の例会なので皆さんと振り返

って考えていきたいなと思っています。 

まず卓話についてですね。基本的に当クラブは設立して3年

目なので、卓話というのは卓話担当者がご自身のイニシエー

ションスピーチをお願いして、2回目以降は、イニシエーシ

ョンスピーチで話し足りない方がいたらもう一回、自分のこ

とはもういいよという方は、ご自身の業界についてお話をし

ていただくという形を取らせてもらっております。なので、

年明けは、今年もう既に入っている7名の方を中心にイニシ

エーションスピーチをしていただくのがメインになってく

るかなと思います。 

お配りしている年間行事表に青い字で卓話担当が変わって

いるところが、イニシエーションスピーチという形になって

います。1人のときもあるし、2人でやるときもあると思うん

ですけども、ぜひ新入会員の方は、それまでにご自身のお話

しする内容をカウンセラーと一緒に考えていただければな

と思っております。 

今年は、前半は倉持会員に8月にお話ししていただきました。

弁護士という業界が、どうしても狭くなってしまうところ、

このロータリークラブがいろんな業種の方が集まっている、

経営者が集まっている会というところに魅力を感じている

というお話は大変、印象に残っております。 

7月の卓話については三役の挨拶、五大奉仕委員長の挨拶と

いう形をメインにやらせていただきました。 

8月は倉持会員のイニシエーションスピーチでした。21日予

定していたのは、海老沼ガバナー補佐をお呼びして卓話を予

定していたんですけども、コロナ陽性者が出たんですね。こ

の会にですね。濃厚接触者も3名いたということで会の運営

に差し障りがあるし、ホテルにも迷惑が掛かるということで

中止にさせていただきました。そういう形で急遽休みになっ

たんですけど、その次の週、9月です。第1週は野生司ガバナ

ーに来ていただきまして、ガバナー公式訪問と卓話をお聞き

したかと思っております。 

次、9月は3週目に米山奨学委員の方に来ていただきまして、

米山奨学生についてお話をしていただきました。当クラブは

ミンさんというベトナムから日大で、すごく研究をされてい

る女性が来ていますので、皆さんには、そこでミンさんがど

ういった方で、当クラブに参加しているのかなというのをご

理解いただけたかなと思っております。 

10月は同じく、2日に髙松建設の髙松社長にお越しいただい

て卓話を予定していたんですけども、またここもコロナの陽

性の疑いのある方がいらっしゃって、急遽中止という形を取

らせていただきました。このときは陽性ではなく一安心だっ

たんですね。 

次の例会は、間野会員がトレーラーについてお話ししていた

だきました。皆さんがすごく反応していたのは、トレーラー

の事故について興奮していたので、みんな、そういう人の不

幸が好きなんだなって。本当にいろんな業界の話聞くとすご

く新鮮で、勉強になって、自分の業界も考える、本当にいい

きっかけになるなというのを、ここで感じました。 

10月の5週は、先ほど大星幹事からお話があった、株式会社

RASHISAの岡本社長に来ていただきまして、虐待を受けた

方々が社会に出てからも、後遺症に悩んでいるというお話で

したね。お仕事何やってるんですかというところで、文字起

こしとかをやっているというお話を聞いたので、当クラブで

今、週報を、1人で作っているのが伊藤会員なんですけど、伊

藤会員、11時に来てこの会場セッティングして、終わったあ



 
 

 

と週報を毎週、毎回作ってもらっているという、本当にすご

く貢献してもらっているんですけど、負担を掛けるわけには

いかないですね。 

その後、また来年以降も、週報担当の方が毎回苦労してしま

うので、それは、やはりロータリークラブとしてどうかなと

考えたときに、奉仕にも繋がるということを考えて、今回、

文字起こしをRASHISAさんにお願いするという方向になりま

した。まず最初の1回目はお試しという形だったんですけど、

先ほどお話あったように、納期とか質、全く問題なかったの

で、今後ずっと使っていこうという形になっております。ぜ

ひ皆さんの会社の、例えば、総会だったりとか、そういった

ところの議事録が必要なときは、ぜひRASHISAさんをご利用

していただければなと思います。 

11月は、クラブ奉仕フォーラムでした。このときに8月に中

止になった、海老沼ガバナー補佐の卓話も併せてやらせてい

ただきました。クラブ奉仕委員は、当クラブの3分の2の会員

が所属している委員会でもあるということと、西野会長エレ

クトがすごく思いを持ってやられておりますので、ぜひそれ

を皆さんで共有していただければと思います。 

海老沼ガバナー補佐は、自転車の駐輪場の事業もやられてい

るということで、江戸川区の一之江とか、葛西とかですね。

地下駐輪場の管理とかされているので、すごく身近に感じた

方も沢山いたかなと思っております。 

その後、社会奉仕フォーラムということで、らいおんはーと

の及川理事長と、柴田監事に来ていただきましてお話をお聞

きしたのも記憶に新しいと思っております。そのおかげで先

ほど、島崎委員長からお話がありましたように、明日らいお

んはーとでクリスマス会があるということで、臨海西として

ケーキとかプレゼントとかサンタさんをかって出て、やらせ

ていただくという形になりました。 

ちなみに、今日私も25日夕方行ってきて、またお話しして2

日間連続でらいおんはーとに行くような形になっています

ので、ぜひご同席できる方いらっしゃったら、一緒に見学と

いうか、どんなことをやっているのか目で見ると、またさら

に理解が上がると思うので、ご検討いただければと思います。 

12月が創立記念合同例会ですね、3周年の。そちらでは、さん

しょうがいフォーラム、パラボールリーグ協会の副理事長の

杉さんにお越しいただきまして、お話を聞きました。すごく

思いを持って、障害者との事業に取り組んでいるということ

を、皆さんご理解いただけたかなと思っております。岡田会

員も近くに住んでいましたしね。そういった事業で、思いで

やっていたのかなというのを、すごく分かったかなと思って

おります。 

そして、前回が夜間例会という形で、本当は家族忘年会の予

定だったんですけど、コロナで家族を呼ぶわけにはいかない

ということで、急遽会員だけの夜間例会、アトラクションも

レビューショーを呼んで、皆さんに楽しんでいただけたかど

うかは分からないんですけども、すごく盛り上がったかなと

思っております。ここまで半年、例会終わっております。 

また、年明けてから、あと残り下半期、例会がありますので、

ぜひ皆さんも積極的に、自分の担当じゃなくても何か声掛け

て、何か手伝えることないかなということで気を付けて気遣

いいただけると、すごくみんな喜ぶので、チームで一体感が

出ると思うので、ぜひ取り組んでいければなと思っておりま

す。 

  

 

●合同記念例会について 

そして、合同記念例会ですね。こちらで学習についてです。

学習について、合同記念例会では、斉藤特別代表にロータリ

ークラブの歴史とか、組織というのをお話ししていただきま

した。結構、皆さん覚えてないですよね。 

田名網さん、ロータリークラブはいつ、どこでできました

か？ 一番最初のロータリークラブ。 

 ○田名網会員「アメリカ」 

 アメリカ、都市名。 

 ○田名網会員「シカゴ」 

 すごいですね。何年でしょう。 

 ○田名網会員「1900、何十五年」 

 1905年なんです。弁護士のポール・ハリスと石炭商、そし

て、鉱山技師、洋服商という4名で作っているんです。そうい

うお話も、毎回、毎回すると思うので、そのうち皆さん勝手

に洗脳されると思うので、覚えておいていただければと思い

ます。 

その15年後に、三井銀行の重役だった米山さんが、福島喜三

次さんとお話をして東京にロータリークラブを作ったのが

1920年。なので、今年は、ロータリークラブが日本に来て100

周年という記念すべき年だったんですね。なので本当は、す

ごい記念例会があるはずだったんですけど、コロナでできな

かったというのも、やっぱり残念だったのかなと思います。

今、コロナでお話しできないんですけど、4つのテストとか、

ロータリーの目的とかいうのもぜひ皆さん覚えて、名簿にも

書いてありますので、ぜひ目を通していただければなと思っ

ております。 

私たちのいるロータリークラブは国際ロータリーの2580地

区っていうのを覚えていていただければなと思います。東京

の北半分です。南半分は2750地区という形になります。東京

の北半分なんですけど、同じ地区に沖縄もいるんですね。そ

れはやはり、戦後すぐのロータリーの広げ方、拡大のときの

名残があるということです。ちなみに2,750地区、下の地区

はパラオとかグアムとかが同じ地区ということで、私たちが

地区大会で沖縄行くように、あっち側の地区は地区大会でグ

アムとか行くんですね。うらやましいですよね。そういうの

もちょっと豆知識で知っていると面白いかなと思います。 

ちなみに会員数は2,868名。今年の7月だったんですけど、な

んと親クラブの東京臨界ロータリークラブさんの増強のお

かげで、2,941名ですって。73名増えたそうです。すごいこと

だと思います。当クラブも32名から37名、1月には39名にな

りましたので、この時期でも伸びている珍しい地区というこ

とも覚えていただければなと思います。 

  

●活動について 

活動についてですね。基本的に寄付の報告です。米山奨学会

ですね。先ほどお話があった、米山奨学生の事業を行う米山

奨学会なんですけども、クラブとしては会員が32名おりまし

て、1人が1,000円寄付するので3万2,000円寄付しております。

そして、先刻、1人100円募金活動運動というのが今年あった

ので、32名の会員が100円ずつ入れたので3,200円も追記して

おります。 

そして、個人では、栗山直前会長が、これ金額、言っていい

んですか。 

すごく大きく入れていただいています。第3回米山功労賞と

いう表彰もされております。同じく、佐々木勇次会員が同じ

金額を、かなり大きい金額を入れておりまして、第1回米山



 
 

 

功労賞をいただいております。賛助会員として、私と栗山直

前会長が、またさらに寄付しているという形が米山奨学生の

全体的な支援ということですね。 

バギオ基金の方は、先ほど栗山直前会長、表彰ありましたよ

うに栗山直前会長が大きく入れていただいております。こち

ら、5万円のたびに功労者として感謝状が贈られている形で

すね。クラブとしては、1人1,000円プラス多い人、もう一人

いますので8万2,000円入れたという形になっています。 

ロータリー財団ですね。こちらの方では、会員32名で1人1万

円ずつなので、32万円を寄付させていただいております。私

個人として、ちょっと大きく入れさせてもらって、あとはロ

ータリー財団では年間の目標金額があるんですけど、先ほど

1万円ではちょっと足りないので、その足りない部分を目標

金額に達するように、栗山直前会長と平井会員が入れていた

だいております。 

おかげで、私と栗山直前会長、平井会員は目標の230ドルを

達成したという形になっております。クラブ基金では栗山直

前会長が、とんでもなく大きい金額を入れていただきまして、

クラブの運営に多大なるご支援をいただいております。あり

がとうございます。 

その他、全体として、パラボールリーグ協賛金として、当ク

ラブ22社、合計で3万円を寄付させていただきました。ＮＰ

Ｏ法人チャイボラ、児童養護施設で働く方の支援ですね。こ

ちらの方の支援も3万円をお送りさせていただいております。 

熊本豪雨の災害支援金として、これも7月に3万円を入れさせ

ていただいております。福岡の豪雨災害支援金も同じく3万

円。九州の方は本当に災害多かったので、それの支援という

形でやらせていただきました。 

 

●家族会について 

4つ目ですね、家族会について。他の例会ですね、いろんな例

会。家族会、初例会、家族忘年会、花見例会と、いろんな企

画をしていたんですけど、やはり家族としっかり楽しめて、

本当に家全体でロータリークラブ、本当にいいクラブだなと、

この集まりってすごくいいなって思うために企画しており

ました。本当にそれは全てできていないですね。家族忘年会

が夜間例会となってしまいました。休会も2回ありましたよ

という形なんですけど、後半は1回花見、最終例会は夜間例

会で家族も呼ぼうかなと思っているので、これまでにコロナ

が本当に落ち着いてほしいなと思っております。 

その他、親睦会をいろいろと開催して、公式・非公式いろい

ろあると思うんですけど、基本的に飲み・食事をメインにや

らせてもらっております。その他、ゴルフ好きな人たちはゴ

ルフで集まったりとか、あとは、平井会員を中心に釣りをす

ごく今、盛んに、どんどんどんどん釣り人口が増えている状

態なので、ぜひ皆さん、興味ある方もない方も一度参加して

いただきたいなと思っております。 

後半は3月、先ほどの最終例会の他、上野公園内にある上野

精養軒で花見例会を企画しています。3月29日ですね。これ

が開催できればいいかなと思いますので、ぜひ楽しみにして

いただければなと思っています。 

親睦活動は、家族集会は年2回、今は一応企画していて、上半

期は10月16日に、葛西グループで12名集まりました。21日に

新小岩グループが13名、23日が船堀グループで10名という形

でやらせてもらっております。 

やはり、ここで例会だと大人数が集まりすぎていて、全員と

話すのってすごく1～2回では難しいんですけど、家庭集会と

いう名前で10人前後ぐらいで集まってお話をすることで、よ

りこういう考え方をしている方が仲間にいるんだとか、こう

いう事業でこういう苦労をしている人がいたんだとか、いろ

んな皆さんアイデアもあると思うんですね。分かんないこと

も沢山あると思うんですけど、ここではなかなか言いづらい

んですけど、10人ぐらいで集まってお話を聞くことによって、

やはりそこでお話ができてより良いクラブになる。そんな活

動が家庭集会だと思います。 

後半のやる予定ですよね。やらないんですよね。コロナの影

響で、西野副会長がやめようという話になってますのでない

んですけど、そういって集まるのは大事だと思いますので、

ぜひ。オンラインでもできると思うので、皆さんのご意見を

西野副会長にお話ししていただいて、どんな家庭集会、いろ

んな形があると思うので、ぜひ検討していただきたいなと思

っています。 

 

●新入会員歓迎会について 

先ほど、お話あったように、新入会員歓迎会も2月19日、向島

の料亭で行います。やっぱり料亭で、皆さんご食事とか会食

されたことある方って、本当にあんまりいないと思うんです

けど、やはりロータリークラブとして優れた経営者になるの

に、知識として、マナーとして知っておかなきゃいけないこ

と沢山あると思います。料亭もそのうちの一つだと思うんで

すね。新入会員歓迎会を、そこでぜひ料亭を使うときのマナ

ーというのを、皆さんで勉強していきたいなと思っておりま

す。 

 

●インターシティミーティングについて 

来年は、3月8日は東分区のインターシティミーティングがあ

ります。当クラブは2580地区、東京の上半分、北半分って言

ったんですけど、さらにそれを、5つに分かれてます。東と北

と中央と多摩と武蔵ですね。それとプラス沖縄で、6個です

けど東京は5個に分かれています。 

私たちの所属する東京臨海西ロータリークラブは東分区。東

分区のロータリークラブが集まって大会をやるというのは、

インターシティミーティングという形になります。それが3

月8日にタワーホール船堀で行われますので、ぜひ皆さんで

いっぱい参加して臨海西ロータリークラブここにありとい

う感じで、皆さんにPR、アピールしていきたいなと思います。 

地区大会は、4月7日8日、予定しています。これも、まだ未定

なんですけども、これも案内が送られてきます。 

地区研修協議会、こちらは来年の三役委員長が集まって、来

期の方針を決めるための協議会となっています。なので、全

会員対象ではないんですけど、そういったものもあるという

のを、皆さんにぜひ理解していただければなと思います。 

国際大会が6月16日にあります。これは台湾の台北で予定さ

れています。世界中のロータリークラブが本来であれば集ま

る会で、本当に国際的ネットワークを使える、本当はそうい

った会なんですけど、今年はコロナで開催も危ういかなと。

特に台湾は安全だと思うんですけど、欧米とかから来る時が

ちょっと不安かなというのもあるので、ちょっとこの辺は今、

開催も危ぶまれています。なかなか歯がゆいのが続いており

ます。 

バギオ訪問も2月の上旬に予定していたんですけど、これは

皆さんに報告の通り5月に延期されています。5月もできるか

どうか分からない状況です。本当にコロナの影響で、すごく

会の運営に支障が出ているのでヤキモキしていますけど、そ



 
 

 

の中でできることをみんなで考えていきたいなと思います。 

 

●連携について 

連携について。当クラブは、親クラブの東京臨海ロータリー

クラブさんが、力が、パワーがあってあふれています。子ク

ラブの当クラブも、本当にそれに見習って増強に、今、力を

入れております。同じように兄弟クラブの東京臨海東クラブ

もありますので、何とかその3クラブで会員増強を努めて臨

海軍団というのを広めようとやっております。親睦も深めよ

うと思っております。合同例会は2回行いました。東京臨海

ロータリークラブの創立記念例会、当クラブの創立記念例会

です。 

臨海3クラブの合同ゴルフコンペが1回行われまして、臨海西

は2位だったんですかね。優勝が私でした。後半もう一回あ

ると思う、来年も後半あると思うので優勝も当クラブで、総

合優勝も当クラブでいきたいなと思っていますので、ぜひ皆

さんで練習に励んでいきたいなと思っております。 

 

●姉妹クラブについて 

姉妹クラブについて。当クラブ、まだ姉妹クラブがありませ

ん。そんなに急いでつくるものではないと思いますね。まず

当クラブの基礎固め、信頼関係を築くのが最初だと思います。

その中でも、ただ姉妹クラブがあった方が、いろいろと切磋

琢磨するものもあるし、刺激になるものもあると思うので、

今、模索しております。 

第1候補は、ハワイのホノルルのロータリークラブと姉妹ク

ラブを結ぶということですね。そこがあると、ハワイに行く

口実もできるし、みんなで親睦旅行に行きやすくなるかなと

思っているので、そこが第1候補で、今、いろいろと動いてい

ただいております。 

その他、今、声が上がっているのが、台湾で東京臨海ロータ

リークラブさんの台湾の姉妹クラブで台北仁愛ロータリー

クラブさんがあるんですね。仁愛ロータリークラブさんも、

子クラブでありまして、そこと今度、台湾の地区大会のとき

にお会いして、いろいろとお話ししてみようかなというお話

も出ております。 

それと別に、昨日、福岡東南ロータリークラブというところ

から声があって、そこは60周年ですね。ちょっと大きすぎる

んですけど、会員が西鉄の社長とか、九州ガスの社長とか、

九州電気とか、福岡テレビの重役さんとかいらっしゃるクラ

ブなんで、ちょっと面白いかなと。福岡行く機会も増えるか

なと思ったので、次の理事会で出したいなと。一応、ネタで

す。大丈夫です。 

 

●社会奉仕について 

続きまして社会奉仕について。職場体験、職業見学の受け入

れ先を募集しております。ただ、まだ未だにありません。栗

山自動車工業さんは、もう前からやられていますよね。 

ぜひ、うちの会社受け入れてもいいよっていうところがある

とすごく助かるし、いろんな学生たちにも刺激を与えられる

し、自分の職業をどうしたらもっと良くできるかなっていう

きっかけにもなると思うので、ぜひ検討していただければな

と思います。 

 

●地元貢献は何をしたか 

続きまして、地元貢献は何をしたかですね。ここは本当に、

花火大会も中止になってしまいました。区民まつりも中止に

なってしまいました。パラボール大会も中止になってしまい

ました。 

なかなかできることはなかったんですけども、らいおんはー

とさんを通じて、子ども食堂への炊飯ジャーの寄贈をさせて

いただきました。石窯で一升炊けて10万円のやつですね。明

日、クリスマス会に行かれる方は、ぜひそのご飯を食べてい

ただければと思います。なお、その炊飯ジャーで炊いたお米

は、鈴木発起人代表が寄付された素晴らしいお米だというこ

となので、拝見させていただきました。こんな、すごい立派

な袋に入っている、おいしそうなお米でした。 

その他、さんしょうがいフォーラムの杉さんに卓話をいただ

くという形なので、障害者にゆかりというか、作ってもらっ

ているというか、物販ですね。パラボール協会も寄付という

形で物販も合同例会の時にやらせていただいております。 

本当に他、地元貢献は、なかなかできていないので、コロナ

の影響もあるんですけど、またそれは下半期でいろいろと考

えていきたいなと思っております。 

今回の文字起こしのようなことも、卓話を通じて社会貢献で

きるヒントもいろいろあると思うので、皆さんの周りにある、

助けてほしい、こんな事業あるんだよっていうのも、ぜひ卓

話の時に呼んでいただけると、そういう検討材料にもなるし、

皆さんにもご理解いただけるの早いと思うので、ぜひ卓話の

時にそういった方がいらっしゃれば、お呼びいただければと

思います。 

 

●総括 

総括としては、例会数は14回、その他、中止が2回ありまし

た。会員数は32名から39名、7名増員しております。平均出席

率が77.72％、上半期でした。下半期は80％を目指してやっ

ていきたいと思うので、ぜひ皆さん、会員同士でお声掛けし

て毎回の例会が参加して楽しくなるように、皆さんで作って

いきたいと思っております。平均年齢は47歳という若いクラ

ブですので、皆さんの周りにいる同世代の経営者を、ぜひお

誘いして皆さんでお互いの事業、職業について考える時間を

作れたらいいなという形で、お誘いしていただけるといいか

なと思っております。 

 

 



 
 

 

●最後に 

最後にやっぱり、コロナが大きな影響を今シーズン起こして

います。先ほど、お話あったようにいろんな親睦活動もそう

ですし、本来であれば日本にロータリークラブが来た100周

年でもあったし、バギオ訪問もできないし東分区のインター

シティミーティングも延期したりとか、いろんな支障が出て

ます。本当にコロナに振り回された期かなと思っています。 

じゃあ、コロナはいつ収束するかというのは、多分、誰にも

分からないと思うんですね。今、ワクチンが出始めたと言っ

ているんですけど、このワクチンも通常のワクチンって培養

してワクチン作っていると思うんですけど、今回のワクチン

って遺伝子操作で作られたワクチンなので、今、副作用がな

いとしても、半年後、1年後、2年後、それこそ10年、20年後

にどんな影響が出るかって本当に分からないものという話

を聞いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なので、皆さんも、やはりロータリアンとして、ただ、テレ

ビとかマスコミで言ってる情報を鵜呑みにするのではなく

て、それはあくまでも事実として捉えて、その中で自分たち

で真実とは何かというのを求めていくというのも、ロータリ

ークラブで大事な考え方かなと思っていますので、ぜひそこ

ら辺を踏まえたうえで、来年、年明けてからの下半期に臨ん

でいきたいと思っております。 

皆さんで協力して、この東京臨海西ロータリークラブが楽し

くなる地盤を、残り下半期で私は作っていきたいと思います

ので、ぜひ皆さんと楽しくやっていきたいと思っております。

時間通りになってしまいましたね。ここで私のお話を終わり

たいと思います。皆さん、今年 1年ありがとうございました。

また、来年もよろしくお願いします。ありがとうございます。 

 

 

■点鐘：飯塚憲貴会長 


