
 

 

 

7 月 16 日の卓話  7 月 2 の出席率  7 月 30 日の卓話  

 会員在籍者数 39 名 

 会員出席者数 31 名 

 会員欠席者数 8 名 

 本日の出席率 79.48％ 

  

イニシエーションスピーチ 

当クラブ会員 大星太郎様 

当クラブ会員 福本光浩様 

 

岡本隆一ガバナー補佐訪問 

「委員長よりメンバー紹介」 

クラブ奉仕委員長 大星太郎 様 

職業奉仕委員長  継岩憲二 様 

社会奉仕委員長  岸 哲也 様 

国際奉仕委員長  福本光浩 様 

青少年奉仕委員長 島崎久志 様 

2021 年 7 月 16 日［第 67 回］ 

≪2021-2022 年度 初例会 第 66 回例会報≫ 

2021 年 7 月 2 日（金）東武ホテルレバント東京「吉野の間」 

司会：平井修二 SAA 委員長 
■新旧三役引継式 
 

  
 
 

  

■2020-2021 年度出席 100％表彰：飯塚パスト会長 

（賞品授与：会員バッジ金銀セット） 

（期間：2020 年 7 月～2021年 6 月） 

【ホームクラブ出席 100％】8 名 

飯塚憲貴会員・飯塚正裕会員・伊藤宏之会員 

岸哲也会員・三橋晶会員・西野充英会員 

大星太郎会員・大西聡会員 

【出席 100％】3名 

平井修二会員・栗山義広会員・岡田竜司会員 

 

 
 



 

 

 

■点鐘：西野充英会長 

「この 1年どうぞよろしくお願い致します」 

  
 

(西野充英会長)          （司会：平井修二会員） 
 

■国歌斉唱 

■ロータリーソング「奉仕の理想」斉唱 

 ソングリーダー：岩崎裕馬会員 

■「四つのテスト」唱和 

■「ロータリーの目的」東京臨海西 RC Ver.唱和 

新型コロナウイルス感染予防の為、割愛致しまし

た 

 

■来賓・ゲストスピーカー紹介：西野充英会長 

●東京臨海ＲＣ 会長 佐藤大輔様 

●東京臨海ＲＣ 幹事 勝間田健一様 

●東京臨海西ＲＣ 特別代表 

東京臨海ＲＣ  斉藤 実様 

●東京臨海西ＲＣ 発起人代表 

 東京臨海ＲＣ  鈴木孝行様 
 

   
 

(東京臨海 RC 会長 佐藤大輔様）(東京臨海 RC幹事 勝間田健一様) 
 

   
 

（特別代表 斉藤実様）    （発起人代表 鈴木孝行様） 

 

■ビジター紹介：大西聡会員 

●吉成大樹様（飯塚パスト会長ゲスト） 

 （大西聡会員） 
 

■乾杯：栗山義広パスト会長 

「西野会長、入会 1 年半で幹事となり、1 年半幹事

をやる。ロータリーのことを大体そこで覚えて、去

年副会長をやって。会長というものを勉強して、満

を持して、入会 5年目でロータリーの会長というの

は素晴らしいです。なかなかそんな短い期間で会長

になる人っていうのはいないです。 

 でも、私たちのクラブもまだまだ若いクラブで、

これからなる人の、きっと手本になっていくんじゃ

ないかなと思っています。西野会長がますますご活

躍をして頂けることを祈念して、乾杯の発声をした

いと思います」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■会長報告・スピーチ：西野充英会長 

●東武ホテルレバント東京さんへお中元贈呈 

●東京臨海西ロータリークラブ役員、理事紹介 

●地区委員紹介・委嘱状贈呈 

 2021-2022年度 国際ロータリー第 2580地区 

 ・地区「クラブ運営支援」委員会 

              委員 島崎久志会員 

 ・地区「日台親善」委員会 委員 髙橋 健会員 

 ・地区「バギオ基金」委員会  

副委員長 栗山義広会員 

・地区「青少年交換」委員会  

委員 飯塚憲貴会員 

・地区「コロナ対策」委員会  



 

 

 

委員 継岩憲二会員 
 

 
 

●一般財団法人比国育英会バギオ基金より感謝状 

 第 3回感謝状 二瓶恵一会員 

 第 6回感謝状 栗山義広会員 

 第 1回感謝状 西野充英会員 

 第 5回感謝状 東京臨海西ロータリークラブ 
 

 
 

●慶弔規定 新居購入 菅秀平会員 

「入会間もない私が何度もお祝い頂いて大変恐縮

しております。住み替えてまだ 1カ月足らずですが、

欲が出てきましてこの家で終わらず、また住み替え

られるように精進していきたいと思います。よろし

くお願いします」 
 

 （菅秀平会員） 

 

●クラブ基金のお礼 飯塚憲貴パスト会長 

「この 1年間、皆さんにご協力頂きましたので、ク

ラブにも同じように寄付させて頂きました。ぜひ、

これからのクラブの発展のために有効に使って頂

ければと思います。よろしくお願い致します」 

●本日メールボックスにお入れしたガバナー月信

に記載してありますが、7/8（木）16時～18時 

 入会 3年未満の方々に向けたワークショップ～水

野正人パストガバナー（東京 RC）講演があります。

（7/1メール案内しています） 
 

■幹事報告：三橋晶幹事  

●7月のロータリーレートは、1ドル＝111円です 
●ガバナー月信7月号をﾒｰﾙﾎﾞｯｸｽに配布しました 
●「ﾛｰﾀﾘｰの友」7月号をﾒｰﾙﾎﾞｯｸｽに配布しました 
●ﾊﾞｷﾞｵだより7月号をﾒｰﾙﾎﾞｯｸｽに配布しました 
●8月4日（水）臨海RC創立記念合同例会となります
12：30からこちらレバントで開催です 
皆様ご出席の程お願い致します 

●7月30日（金）岡本ガバナー補佐訪問となります。 
●10月22日（金）オープン例会です。会員候補者や
ご家族の皆様に例会を体験して頂ける機会です 

●11月19日（金）は、若林英博ガバナー公式訪問・
今年度第2回クラブ協議会です 
例会前の11：00から開催です 

●今年度会員名簿が出来上がりましたので、お1人2
冊受付で配布されたかと思いますが、受け取って
いない方はお持ち帰りください 

●今年度当番表をメールしています（6月25日）後方
掲示板もご確認ください 

●今年度上期クラブ会費請求書を郵送しますので7
月31日までにお振込お願い致します 

 

■入会式：西野充英会長 

●米井新吾会員 

カウンセラー：橋豊和会員 

スポンサー ：油井健一会員・西野充英会長 

「皆さま初めまして、と言いたいとこですが、先週

夜間例会参加し、2 次会まで参加させて頂き、大体

の人の顔は覚えられと思います。名前の方がまだ自

信ないので、顔は分かるけど名前が出てこない年齢

になってきましたので、徐々に皆さん覚えて、ロー

タリアンとして成長できるように頑張っていきた

いと思いますので、よろしくお願い致します」 

 

 



 

 

 

 

 

■7月お祝い：橋豊和親睦委員長 

●会員誕生日 清水会員 

●奥様誕生日 平井会員夫人、二瓶会員夫人 

佐々木会員夫人 

●結婚記念日 小林会員、本島会員 

●「誕生日の歌」は感染防止のため省略します 

●１分間スピーチ：（本島会員） 

「結婚記念日は 7月 2日の今日で、今夜、一緒にお

祝いしてまいります。まだまだ未熟な 2人ですけれ

ども、私がロータリーで感じた事、学んだ事を家に

持ち帰って、よりよい夫婦関係を続けていければと

思ってます。引き続き皆さんよろしくお願いします」 
 

 
 

 

■出席状況報告：橋豊和会員 

⇒詳細 1頁バナー下の出席状況報告欄にて 

 

■ニコニコ BOX報告：倉持政勝会員 

(ご意向)初例会おめでとうございます。1 年間どう

ぞよろしくお願い致します： 

佐藤大輔会長・勝間田健一幹事 

（東京臨海 RC） 

(ご意向)西野会長・大星副会長・三橋幹事、初例会

本当におめでとうございます。さわやかに

西野丸の船出を祈念致します：斉藤実様

(東京臨海 RC・当クラブ特別代表) 

(ご意向)油井さんワクチンありがとうございます：

鈴木孝行様 

（東京臨海 RC・当クラブ発起人代表） 

(ご意向)皆様 1年間大変お世話になります。楽しみ

ながら地域社会に皆様に奉仕していきま

すのでよろしくお願いします：西野会長 

(ご意向)今期もよろしくお願いします！： 

大星副会長 

(ご意向)いよいよ、西野会長年度がスタートしま

す！会員の皆様で盛り上げていきましょ

う！！：三橋幹事 

(ご意向)西野会長、今日から頑張ってください。す

ごいクラブにしてくれること、楽しみにし

ています！：飯塚憲貴会員 

(ご意向)父の葬儀に際しましてはクラブの皆様方

にご厚情頂きありがとうございました。今

年度も宜しくお願い致します：石田会員 

(ご意向)新三役がんばってください：田名網会員 

(ご意向)今日から入会致します。皆様よろしくお願

い致します：米井会員 

(ご意向)油井会員・栗山会員・菅会員先日は大変お

世話になりました：本島会員 

(ご意向)三橋さんありがとうございます。家、冷え

すぎて風邪引きそうです！：平井会員 

(ご意向)新会長、新役員の皆様一年間宜しくお願い

致します：岡田会員 

(ご意向)西野会長！初例会よろしくお願い申し上

げます：北林会員 

 

栗山会員、飯塚正裕会員、倉持会員、坂東会員 

雪丸会員、清水会員、伊藤会員、武井会員 

大西会員、岩崎会員、二瓶会員、佐々木会員 

高橋会員、島崎会員、継岩会員、佐藤会員 

雪丸会員、菅会員、間野会員 

 

＊東京臨海ＲＣ様よりお祝金を頂戴いたしました 

【34 件 141,000円  今年度累計 141,000円】 

 

■来賓祝辞 

●東京臨海ロータリークラブ 会長 佐藤大輔様 

「皆さまこんにちは。ただ今ご紹介頂きました、今

年度、東京臨海ロータリークラブの会長を仰せつか

りました、佐藤大輔です。どうぞよろしくお願い致

します。 

この東京臨海西ロータリークラブ 4 年目の初例会、

本当におめでとうございます。西野会長とは私、非

常に縁を感じておりまして、西野会長が東京臨海ロ

ータリークラブに在籍時代、私がカウンセラーで、

名前だけで何もしてはいないんですけども。お世話

させて頂きまして。そして、臨海の 25周年のときに

私ちょうど幹事をしていたのですが、そのときに東

京臨海西ロータリークラブを作ろうということに

なりまして、そこで初代幹事の西野会長と、同じ幹

事同士ということで、一緒になっていろいろと協力

させて頂きました。そして時を同じくして、また会

長でということで、大変これはもう運命なのかな、

恋の予感しかないと思っております。どうか、本当

にご縁で、東京臨海ロータリークラブ、そして東京

臨海西ロータリークラブ、親クラブ、子クラブとい

う関係ではございますけれども、われわれメンバー

同士決して上下関係とかということではなく、同じ

ロータリアンとして仲間として、また地域の経営者

として、お互いに切磋琢磨し合い、そして、協力し

合いながらロータリー活動、奉仕活動、そして、そ

れぞれの自治区の活性化等につなげていけたらな



 

 

 

というふうに思っております。どうぞ 1年間、私も

今日、会長職これが初めてでしたけども、デビュー

戦でして緊張しておりましたが、どうぞ 1年間、本

当に皆さまよろしくお願いしたいと思います。 

 いろいろ協力し合いながら進めていく事業等も

あるかと思いますが、どうぞよろしくお願い致しま

す。本日はどうもおめでとうございます、ありがと

うございました。」 
 

 
 

●当クラブ特別代表 

 東京臨海ロータリークラブ 斉藤実様 

「感動の最終夜間例会から 1週間たちまして、爽や

かな西野会長さんがよい旗を掲げてございます。お

めでとうございます。この席に呼んで頂きまして、

本当にありがとうございます。ただ今、われわれ東

京臨海ロータリークラブの佐藤大輔会長が、立派な

ごあいさつをされ、ほんとに良かったです。それと

同時に、今もちょっと話が出ましたけど、もう一つ、

年の離れたお兄さんクラブ、東京臨海東ロータリー

クラブがあります。３Ｒということで、皆さまもご

存じのように今西さんが会長、次年度が播磨副会長

です。みんな大事な仲間ですので、ぜひ今後の活動

のほうにそのクラブのことも忘れないで頂ければ

ありがたいなと思います。 

 いよいよ西野丸がスタートします。いろんな場所

で、いろんな形で、やはり東京臨海西ロータリーク

ラブの顔としてお勤めされる機会が多くあるんで

す。自信を持って、自分のビジョンを崩さず、堂々

とやって頂ければいいかなという風に思ってます。

微力ながら私もこの場で西野会長を支援、協力する

ということをお誓い申し上げまして、簡単ですがお

祝いの言葉に代えさせて、本日はおめでとうござい

ました。」 

 

 

●当クラブ発起人代表 

 東京臨海ロータリークラブ 鈴木孝行様 

「もう素晴らしい話は、佐藤大輔会長と、それから

特別代表、斉藤実様がおっしゃったので、私のほう

は一つだけ、このクラブすごいなと思うこと。まず

は 4年目というのも、事実上 2年半終わったばっか

りですよね。それで地区のほうに役員として 5名も

出せるっていうことは、すごい勉強家の集まりだな

って思います。 

 今日もこの後、3 時から西野会長、それから三橋

幹事、大星副会長、東京臨海ロータリークラブの方

では、佐藤会長、江戸川区の斉藤猛区長とこの後、

懇談します。江戸川区には何が必要なのか、どんな

ことをしたいのかっていう話になると思うんです

けども、われわれロータリーのメンバーっていうの

は、そういうところで活躍ができる場を頂く。そう

いうことで活躍ができると思ってるんですね。です

から、決してただ単に飲んで食って騒ごうぜってい

うよりも、飲んで食って騒ぎながら何か一つ目的に

向かってみんなでひとつになった奉仕をできない

かな、こんな感じでございます。 

 今年も 1年よろしくお願いします。本日はありが

とうございます。」 

 

 
 

■新三役へ贈る言葉：飯塚憲貴パスト会長 

「皆さん改めまして、前年度会長をやらせて頂きま

した飯塚です。先週は夜間例会、ほんとうに忙しい

中ご参加いただきまして誠にありがとうございま

した。最後、何を言っていいか分かんない状態だっ

たので、週報を書く方が困っていたみたいです。テ

ープレコーダーに全然私の声が聞こえなかったの

で、改めてお礼をさせて頂きました。 

西野会長、おめでとうございます。一緒に親クラブ

である東京臨海ロータリークラブさんから栗山会

長を支えるということでと一緒にやっきたんです

けど。本当に 3代目ということで頑張って頂きたい

なと思っています。私は会長をやるときに思ったの

は、江戸幕府といえば家康が栗山さんで、家光がま

さに西野さんかなと思っていて、その間の 2 代目。

秀忠かなと思っていたんで、私のやることはその辺

をイメージして、うまくさらに発展できるような礎

ができればいいなと思って、取り組んできました。

やっぱり、クラブが発展するためにはクラブは増強

しないと、そこが一番大事かなと思って頑張ってき



 

 

 

ました。皆さんのお話あったように、西野丸が今日、

出港しております。西野丸の船に乗って、船がちゃ

んと航行できるための任期はあと 10 年になると私

は思っています。10年たって初めて西野丸がやりた

いことが、船がスピードで進んでいくのかと思いま

す。私は直前会長としてやることは、西野丸がちゃ

んと運行できるような増強の力添えをしていけた

らと思っております。 

 そのためにも、西野会長、大星副会長、三橋幹事

が、私が連れてくる、皆さんが連れてくる人たちが、

大変魅力的なクラブだなと思うような運営をぜひ

して頂ききたいと思います。そのためにもここにい

る皆さんのお力をぜひ必要と思っております。東京

臨海西ロータリークラブの会長は、西野会長です。

すごく分かりやすいと思います。ほんとになるべく

してなった会長だと思っていますので、ぜひ皆さん

の力で盛り上げていきたいと思っております。 

 最後に今日ゲストの吉成様、こんな会長です。東

京臨海ロータリークラブさんっていうクラブと比

べているということですが、ぜひ楽しみに待ってお

ります。40人目の会員としてお待ちしておりますの

で、どうぞよろしくお願いいたします。これで新三

役へ贈る言葉、たわいもない話ですが、ぜひ一緒に

頑張っていきたいと思います。皆さんよろしくお願

いします。頑張っていきましょう。」 

 

■今年度三役就任挨拶 
会長 西野充英様 
「先日、クラブ協議会でも話をさせて頂きました
ので、方針について細かくお話するのは割愛をさ
せて頂きます。私が年間目標で決めましたターゲ
ットがこちら、今ありますけれども、『奉仕し成長
しあえる仲間づくり』というような年間テーマを
決めさせて頂きました。このことについて、今日
は話をさせて頂ければと思っています。3つのパー
トに分けてお話させて頂きます。 

 
まず、「奉仕し」の奉仕につきまして、奉仕につい

ては五大奉仕委員というのがありますので、そこで

進めていくということが当然のことではあるので
すが、重点的に行っていくことを3点ほど挙げさせ
て頂きました。 
 まず1点目。11月12日に開催されますパラボール
リーグフェスティバルです。こちらが開催予定とな
っておりますので、こちらを障害者の方との共生を
テーマに、2年前に青空の下の元、障害者、健常者が
皆さん一緒になってボールリーグをやるというの
は、われわれとしてもすごいいい経験になったと思
います。約半数の方が、残念ながらゴルフの大会に
出られていたので、参加できなかった方も多いんで
すけれども、今年は何の行事も被っておりませんの
で、ぜひこの大会を盛り上げてまいりたいと思って
おります。それから、前回の例会では、さんしょう
がいフォーラムの物品を大変たくさん買って頂き
まして、誠にありがとうございます。こういった支
援も単発ではなくて、継続的に行っていくことが大
事かなと思っております。私も先日ケーキを四つほ
ど買わせて頂いたのですが、会社でお客さまを訪問
するときの手土産に使わせて頂きました。こういっ
た、どこで買ってもほとんど同じようなものもある
かと思いますが、なるべくそういった障害者の方の
役に立つ地域の障害者のための奉仕を実践頂けれ
ばと思います。 
2点目。新しい奉仕と致しまして、今期少年野球チ

ームの大会に奉仕していきたいと思っております。
江戸川区で開催されている大会の中で冠が付いて
ない。何とか大会みたいなものがない大会がござい
ます。こちらにわれわれの命名をした大会名や、ロ
ータリーの旗だったり、それから優勝カップなんか
を提供させて頂きまして、毎年1回の大会に優勝、準
優勝、3位ぐらいのチームに表彰式に伺って、皆さん
にメダルを掛けてあげるっていうことをやってい
きたいと思います。やはり、大会で優勝はしたけど
何もないっていうのでは、ちょっと寂しい気もしま
すし、子どもたちの達成感とかそういったものも調
整していきたいなという風に思っておりますので、
こういった支援を新規事業ということでやってい
きたいと思っております。 
それから3点目。こちらは先日、私と栗山パスト会

長で江戸川区にあります児童養護施設を訪問して
まいりました。虐待等で保護されて一時的に保護さ
れている場合、それから養護施設で暮らしてる江戸
川区の子どもたちが350人もいます。こうした子た
ちを自治体、江戸川区が強制的に食べるとか住まわ
すとか、勉強させるということは行政の方でやって
くれていますが、行政ではできない部分があるとい
うことで、われわれ民間の力を使って何かしらやっ
ていきたいなと考えております。ただ非常に問題が
複雑で専門性がございますので、われわれのクラブ
でいきなり何かをするというのは大変難しくござ
います。ですので、方向性だけでも私の年度で何を
やっていくのか、どういう支援がいいのか、18歳に
なって行政の手が離れたら、どういう支援がわれわ
れ経営者としてできるのか、こういった方向性を付
けていきたいという風に思っております。重点報告
としては、この3点を必ずやってまいりたいと思っ



 

 

 

ております。 
それから真ん中のパートの「成長しあえる」とい

うパートでございます。それは成長という意味では
経営者としての成長、それから、ロータリアンとし
ての成長というものがあるかという風に私は考え
ております。 
 まず経営者としての成長、どんなことをやってい
くかということですが、これは先日最終例会でも間
野会員から発表がありましたカウンセラーグルー
プというのを作っております。カウンセラー委員会
で、自分の職業だとか、自分自身の話というのをど
んどんして頂きたいなと思っております。コロナで
これができなかったのですけども、今年については
徐々にやっていきまして、第1回目、皆さんのグルー
プが終わった時点でカウンセラーの皆さまに集ま
って頂いて、どんなものがあったのかっていうのを
われわれのほうで共有したいと思います。それから
またお仕事についてだとか、マインドについても共
有をしていくことによって、経営者として成長して
いくっていうのを描いております。 
 それから、ロータリアンとしての成長でございま
す。これにつきましてはカウンセラーグループと似
ているのですが、家庭集会というのを今年度2回や
るということで、クラブ協議会とお話をさせて頂き
ました。カウンセラー委員会とは違って、家庭集会
では、主にロータリーのことについてお話を頂きた
いと思います。前年度の家庭集会のロータリーに入
って良かったことというのも冊子になっています
が、これをさらにパワーアップさせて皆さまの回り
にある社会問題だとか、お困り事、それからロータ
リー、臨海西のことでも結構です。運営についてだ
とかも、われわれ実質3年目でございますので、いろ
いろ出てきていると思います。ロータリーのことで
いろいろお話し合いを頂く機会を年2回設けて、そ
れをフィードバック頂いて、次年度以降に生かして
いくといったところで、ロータリアンとしての成長
もやりたいなと思っています。 
 最後の「仲間づくり」というところですけども、
前年度会長の飯塚さんが非常に実績を作って頂き
まして、会員数も本当に増えてまいりました。今年
はクラブ奉仕委員の副委員長の北林増強担当、それ
から、先日たまたまパスト会長のお二人、栗山パス
ト会長、飯塚パスト会長と3人で親クラブにお伺い
して、その後の二次会で、大変長くクラブの運営に
ついてお話をさせて頂く機会がありました。その中
でも増強についてお二人のパスト会長からご協力
を頂けるというお話も取り付けておりますで、さら
に仲間を増やしていくっていうことが大事なのか
なと思います。江戸川地区の当クラブにふさわしい
方につきまして、お声掛けをさせて頂き、ロータリ
ーのわれわれでやっている奉仕の活動について共
感頂ける経営者を1人でも多く仲間にしたいなと思
っております。 
皆さん、ご説明させていただいた年間目標につい

ては以上でございます。今お話していることは、私
1人が言ったところで実現できるとはとても思いま
せん。実現するためには皆さまのお力がほんとに必

要になってまいりますので、どうぞ1年間ご協力の
ほどよろしくお願い致します。これをもちまして、
私の会長就任のあいさつとさせて頂きます。皆さま、
どうぞよろしくお願いします。」 
 

副会長 大星太郎様 

「この度、副会長を拝命しました大星太郎です。そ
もそも、副会長というのはどういう役割なのか、分
かんないとなると栗山パスト会長から頂いたロー
タリー入門なんかを見て調べたりするんですが、副
会長に関する記載は一切載っていませんでした。会
長、幹事をサポートするのはもちろんですが、それ
以外具体的な何をしなさいという決まりはないよ
うでございます。そういった役職なもんですから、
皆さまからは、1年間ゆっくり休んでくださいみた
いなこと言われたりしますが、私としてはそんな気
持ちはさらさらありません。まだロータリーのこと、
勉強不足であることは十分自分では理解しており
ますし、まだまだこの会のために貢献できることが
いっぱいあると感じております。この1年間は会長、
幹事のサポートしながら、西野会長から一番近いと
ころで会長采配を見守りながら、今後この会がどう
いった方向へ進んでいくのかっていうのをしっか
り見据えて、模索しながら努力していきたいなと考
えております。 
 また今期は、クラブ奉仕委員長を仰せつかってお
ります。先ほど、会長からあいさつがありましたと
おり、今期のターゲットは「奉仕し成長し合える仲
間づくり」というのがターゲットになっております。
これを達成するためには仲間づくりということで
すので、クラブ奉仕委員会では非常に責任が重い立
場になってしまいます。カウンセラー委員会だとか、
親睦委員会、クラブ増強委員会ですか、そういった
会員の皆さまと力を合わせて、このターゲットが達
成できるように副会長として、それからクラブ奉仕
委員長として頑張っていきたいと思っております。
この1年間、またいろいろご協力いただくことにな
ると思いますが、どうぞご協力、ご指導、ご鞭撻よ
ろしくお願いいたします。以上です、ありがとうご
ざいました。」 



 

 

 

 
幹事 三橋晶様 
「まずは、特別代表であります斉藤実様、発起人代
表であります鈴木孝行様、親クラブ会長の佐藤大輔
様、幹事、勝間田健一様、本日当クラブの初例会、
ご出席大変ありがとうございました。本年度、幹事
を仰せつかりました三橋晶です。とうとうこの日が
来てしまったかというのが、率直な感想でございま
す。 
 思い起こせば、昨年の最終夜間例会、通常にこち
らの会場で例会を行って、2次会を24階で行って、そ
の後メンバー数人と、本日欠席されていますが、油
井会員の行きつけの錦糸町にあります、某高級キャ
バクラのVIPルームで3次会を行って。12時ぐらいだ
と思うんですけども、お開きになって、さあ帰ろう
かなと思ったときに、当時西野副会長の方から、三
橋さん、もう一件行きませんかというお誘いを頂き
まして。 
 2人で西野さんとお酒を飲むということがなかっ
たものですから、ぜひということで、西野副会長の
行きつけの某ガールズバーに僕を引きずり込もう
としたんですけども、そこは止めさせてもらって、
3次会の次に出戻りいたしまして、席に着いた瞬間、
三橋さん好きな女の子何人でも指名してください
と。そのとき12時回っていたんで、6月20日で僕の誕
生日でして、まさか誕生日プレゼント？っていう、
いやいやそんなわけないと思いまして、そのときに
幹事のお話を頂きました。 
この臨海西ロータリークラブは、親分になります栗
山パスト会長、そして飯塚直前会長、そして今年度
西野会長のお三方が大変ご苦労なさってクラブの
基盤を作ってくださいました。それの3日後ですか
ね、私も悩ませて頂いて、快くお引き受けさせて頂
きました。しかし、皆さまのご協力がないと何もで
きません。皆さまのお力を頂きながらクラブの運営、
そして、西野会長をしっかりとお支えしていきたい
と思いますので、皆さまどうぞ1年間よろしくお願
い致します。以上です、ありがとうございました。」 

■今年度五大奉仕委員長の紹介 

●クラブ奉仕委員会 大星委員長 

●職業奉仕委員会  継岩委員長 

●社会奉仕委員会  岸 委員長 

●国際奉仕委員会  福本委員長 

●青少年奉仕委員会 島崎委員長 

 

 

■点鐘：西野充英会長 

 

■追記 

「ニコニコおもてなし事業」として 

斉藤区長とお話しさせて頂きました 

 


