
 

 

 

7 月 2 日の卓話  6 月 25 の出席率  7 月 16 日の卓話  

 会員在籍者数 38 名 

 会員出席者数 28 名 

 会員欠席者数 10 名 

 本日の出席率 73.68％ 

  

「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 

新年度初例会 

「三役挨拶」 

会 長 西野充英 様 

副会長 大星太郎 様 

幹 事 三橋 晶 様 

 

2021 年 7 月 2 日［第 66 回］ 

≪2020-2021 年度 最終夜間例会 第 65 回例会報≫ 

2021 年 6 月 25 日（金）東武ホテルレバント東京「錦の間」 

司会：飯塚正裕親睦委員長 

■例会前に「江戸川さんしょうがいフォーラム」の 

方々による即売会をおこないました。 

■点鐘：飯塚憲貴会長 

「今年度、最後の夜間例会となります。 

ぜひ皆さん楽しんでください。」 

(飯塚憲貴会長)      (司会：飯塚正裕委員長) 
 

■冒頭、海老沼ガバナー補佐、追分分区幹事より 

ご挨拶を頂戴いたしました。 

(左より、追分義郎分区幹事、海老沼孝二ガバナー補佐) 



 
 

 

■ロータリーソング「奉仕の理想」斉唱 

 ソングリーダー：二瓶恵一会員 

 

■「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、割愛いたしま

した。 

 

■来賓・ゲストスピーカー紹介：飯塚憲貴会長 

●国際ロータリー第 2580 地区 2020-2021 年度 

ガバナー補佐 海老沼孝二様 

●国際ロータリー第 2580 地区 2020-2021 年度 

分区幹事 追分義郎様 

●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 

●今年度米山奨学生 オーチソムオン様 

(特別代表 斉藤実様)        (発起人代表 鈴木孝行様） 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
(今年度米山奨学生 オーチ ソムオン様) 

 

■ビジター紹介：髙橋健会員 

●米井新吾様（7月度入会予定者） 

●飯塚優莉菜様（飯塚憲貴会長ご令嬢） 

●飯塚空良様（飯塚憲貴会長ご子息） 

(髙橋健会員) 

(米井新吾様)        (飯塚会長ご令嬢 飯塚優莉菜様) 

 

■来賓挨拶 

●当クラブ特別代表 

 東京臨海ロータリークラブ 斉藤実様 

●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 

 

 

 



 
 

 

■乾杯：栗山義広直前会長 

 

■会長報告・スピーチ：飯塚憲貴会長 

「今期出来なかったこととして、コロナの影響でロータリー

ソングの斉唱が出来ませんでした。やはり歌わないと憶えな

いと思います。本来ロータリーソングは全部で 4つか 5つあ

るのでローテーションで流したかったのですが、叶いません

でした。ぜひ各自 YouTube やマイロータリー等で聞いて憶え

ていただければと思います。あと、ロータリアンとして大事

な「四つのテスト」「ロータリーの目的」も唱和できていな

かったので、ぜひ憶えていただきたいです。こちらを会長最

後のスピーチ、お願いとしたいと思います。」 

 

■幹事報告：大星太郎幹事  

●当会員 石田清貴会員ご尊父がご逝去されました。
通夜、告別式は家族葬で執り行われました。当クラ
ブからはご供花と弔電をさせていただきました。 
●7月2日(金)の初例会は役員の引き継ぎ式がござ

いますので、通情より10分早く12時20分開始となり
ます。 
●次期役割分担表と行事予定表を本日メールいた
しました。掲示板にも掲示してありますので確認お
願いします。 

 

■委員会報告 

●一般社団法人パラボールリーグ協会  

理事長 栗山義広様 

 本日の即売会のお礼とご挨拶 

「本日は、江戸川さんしょうがいフォーラムの即売会をさせ

ていただきました。杉理事長共々、厚く御礼申し上げます。

本当にありがとうございました。障害者との共生の実現とい

う事で、頑張っておりますが、今年度11月12日にパラボール

フェスティバルがございます。このペースでいけば何とか出

来るのではないかと思いますので、益々皆さんにご理解、ご

協力をいただきたいと思っておりますので、よろしくお願い

いたします。」 

 

●カウンセラー委員会：間野勉委員 

「カウンセラー委員会は3月に発足しましたが、コロナの影

響でなかなか集まれない状況が続いたのですが、私のグルー

プは全員参加とはなりませんでしが、昨日集まりました。普

段ざっくばらんな話しかできないのですが、集まると3時間

あっという間に過ぎるので、皆さんのグループもぜひ開催し

ていただければと思います。」 

 

■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 



 
 

 

■ニコニコ BOX報告：平井修二会員 

(ご意向)一年間お世話になりました。臨海西 RC の

益々の発展を祈念しています： 

海老沼孝二様（東分区ガバナー補佐） 

追分義郎様（分区幹事）  

(ご意向)最終夜間例会おめでとうございます。飯塚

会長・大星幹事一年間お疲れ様でした：斉

藤実様(東京臨海 RC・当クラブ特別代表) 

(ご意向)飯塚会長、大星幹事、1 年間ご苦労様でし

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 1年間ありがとうございました。皆さ

んのおかげで、コロナ禍でも会長を無事務

めることができました。心より感謝いたし

ます。今日はコロナの中でも精一杯楽しん

でいただければ幸いです。平会員になりま

すが、引き続きよろしくお願いします！：

飯塚会長 

(ご意向)皆様一年間ありがとうございました： 

西野副会長 

(ご意向)幹事としての一年間、ご協力ありがとうご

ざいました！次期も頑張ります：大星幹事 

(ご意向)飯塚会長 1年間お疲れ様でした：栗山会員 

(ご意向)会長、副会長、幹事お疲れ様でした： 

油井会員 

(ご意向)飯塚会長、1 年間大変お疲れ様でした！平

井さん、金森さんお仕事ありがとうござい

ました！：三橋会員 

(ご意向)飯塚会長、西野副会長、大星幹事 1年間お

疲れ様でした。先日、油井会員、西野副会

長、菅会員のお店でお祝いをして頂きあり

がとうございました。今後ともよろしくお

願いします。：橋会員 

(ご意向)飯塚会長、西野副会長、大星幹事 1年間お

疲れ様でした：継岩会員 

(ご意向)今年度もお世話になりました。次年度もよ

ろしくお願いいたします：岸会員 

(ご意向)飯塚会長 1年間お疲れ様でした！次回、西

野会長よろしくお願い申し上げます： 

北林会員 

(ご意向)1 年間お疲れ様でした：大西会員 

(ご意向)とうとうこの日が来ましたね、飯塚会長を

始め三役の皆さんお疲れ様でした。最終例

会宜しくお願い致します：間野会員 

(ご意向)最終例会宜しくお願い致します。役員の皆

様、お疲れ様でした！：岡田会員 

(ご意向)1 年間親睦委員長でお世話になりました：

飯塚正裕会員 

 

平井会員、伊藤会員、清水会員、佐藤会員 

岩崎会員、髙橋会員、二瓶会員、武井会員 

 

【25件 124,000円  累計 2,866,390円】 

 

 

■6月お祝い：飯塚正裕親睦委員長 

●会員誕生日 三橋会員、大星会員、島崎会員、

金森会員、菅会員 

●奥様誕生日 菅会員夫人 

●結婚記念日 菅会員 

●「誕生日の歌」： お祝いの歌は、感染予防のた

め、歌わず手拍子のみでお願いいたします。 

●１分間スピーチ：本日は、最終例会ですし、せ

っかくですので、全員にお話しを頂きたいと思い

ます。 

 

三橋晶会員 

「6月 20 日で 48 歳を迎えました。次年度は幹事を務めさせ

ていただきますが、個人的には国際奉仕に大変興味がります。

次年度バギオ訪問に必ず行きたいと思いますので皆様よろ

しくお願いいたします。ありがとうございました。」 

 

大星太郎会員 

「私は 6 月 8 日で 46 歳になりました。当クラブの発足当時

は西野さんの次に若かったのですが、だいぶ若いメンバーが

入ってきまして、今では下から数えられなくなってしましま

した。46歳というと皆さん、だいたい子育てが終わって仕事

にロータリーにとバリバリ頑張れる状況になるのでしょう

けれども、私の場合は今年子どもが産まれて、また一からの

スタートとなってしまいました。忙しい一年になると思うの

ですが、今まで以上に頑張っていきたいと思いますので、今

年一年よろしくお願いいたします。」 

 

島崎久志会員 

「6月 18 日で 51 歳になりました。人生 100 年時代と言って

も、もう折り返し地点を過ぎてしまったということですので、

何を始めるにも今日が一番若いという気持ちでチャレンジ

していきたいと思っております。ありがとうございました。」 

 

金森俊成会員 

「6月 29日で 39歳になります。昨年 9月に入会させていた

だいて、皆様とはまだ zoom でしかお会いできていなくて、

なかなかコミュニケーションが取れていないですが、今年一

年は皆様と共にお酒もお話もさせていただければと思いま

すので、今後もよろしくお願いいたします。」 

 



 
 

 

菅秀平会員 

「6月 15 日で 32 歳になりました。まだまだ大先輩の前で恐

縮です。洟垂れ小僧ですので、若さを生かして、全力で皆様

にぶつかっていきたいなと思っております。今後ともよろし

くお願いいたします。」 

 

(左から、飯塚憲貴会長、菅秀平会員、金森俊成会員、 

大星太郎会員、三橋晶会員、島崎久志会員、 

飯塚正裕親睦委員長) 

 

 

■今年度活動報告 

●親睦活動委員会 飯塚正裕委員長 

 

●ゴルフ幹事 橋 豊和会員 

 

 

 

 

●会場監督委員会 継岩憲二委員長 

 

●プログラム構成委員会 北林貴臣委員長 

●会報担当 伊藤宏之会員 

 

●ニコニコ担当 清水孝弘会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

■次年度活動方針 

●親睦活動委員会 橋豊和委員長 

 

●ゴルフ幹事 岡田竜司会員 

 

●会場監督委員会 平井修二委員長 

 

●プログラム構成委員会 伊藤宏之委員長 

 

●会報担当 飯塚正裕会員 

 

●新会員増強 北林貴臣会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■アトラクション 

●ヴァイオリン漫談：マグナム小林様 

 

●コント：コント青年団様 

 



 
 

 

■今年度三役退任挨拶 

●幹事 大星太郎様 

「改めまして一年間お疲れ様でした。また、一年間どうもあ

りがとうございました。幹事としての一年間が終わりまして、

なかなか至らない点も多かったと思います。結果的にご迷惑

をお掛けしてしまった事も多々あったと思うのですが、皆様

のお陰でなんとか一年間幹事を務める事ができました。改め

て御礼を申し上げます。二年前でしたか、まだ会が発足して

半年くらいの頃に飯塚会長とお話をしていて、ロータリアン

というのは頼まれた事を断れない人達の集まりなんだと仰

られていて、皆さん偉い方ばかりだなと思ったのを憶えてお

ります。その二週間後に飯塚会長から会長をやる時に幹事を

やってくれと言われましたので、頼まれた事は断れないのが

ロータリアンだと言われていましたので、はいやりますとお

答えしました。その後、役員会に呼ばれるようになり、ロー

タリーの仕組みも段々と知るようになり、また、斉藤特別代

表や鈴木発起人代表と接する機会も増えまして、日に日に深

刻さと恐怖と不安で怯える日が始まった訳でございます。な

かなか思うようにいかなかった事もあります。結果的に至ら

ない所も多くて、会長には不快な思いをさせてしまった事も

いっぱいあると思うんです。またコロナで消化不良な一年に

なってしまったんですが、幹事の途中から栗山パスト会長の

仰っている意味がわかるようになってきまして、幹事に限ら

ず会員はみんな、先を見据えて準備して、気配りをしながら

行動をする事が大事なんだと、なんとなくわかってきました。

それがわかっただけでも、自分なりに収穫だったのかなと思

っております。この一年間幹事を面倒な事もありましたけど

も、結果的に本当にやって良かったなと、お誘いいただいて

良かったなと思っております。ロータリーの事が良くわかり

ましたし、一番良かったのは、ここにいらっしゃる会員の全

員と交流する機会が持てたのが一番の収穫でした。それによ

ってロータリーのことも皆様の事も大好きになって、この気

持があれば、いろんな役職も乗り切って行けるのかなと思っ

ております。出来なかった事も沢山ありますけど、今後を期

待していただきまして、頑張っていこうかなと思っておりま

す。改めまして、今日お集まりいただきました皆様、ご支援

いただきましてありがとうございました。」 

 

 

 

 

 

 

 

●副会長 西野充英様 

「なんと言っても今期の三役はロータリー経験自体が少な

くって、その上コロナという事もあってですね、色んな行事

が流動的になってしまいました。一昨年私が幹事をさせてい

ただいた時には栗山パスト会長の素晴らしいリーダーシッ

プに私はついていくだけだったんですけども、今期は前期に

無かった、三役会をやっていました。こういった事がスター

ト出来たのはロータリー経験が少ないメンバーだったから

こそ、力を合わせてやろうという事が出来たのかなと思いま

す。時には三役会で意見が割れて、色んな意見を戦わせなが

ら、それでも最後には意見を一致させて、どうにかやってこ

れたのかなと思っております。元々副会長というのは、一歩

引いた立場で会長と幹事の進める事を、時には客観的にアド

バイスする事が必要なのかなと思っています。今年度の飯塚

年度はですね、飯塚会長の功績が素晴らしかったのではない

かなと思っております。会員増強はもとより、栗山パスト会

長も仰られていました、zoom例会をいち早く取り入れました。

他クラブが休会している間に、私達は今年に入ってから一回

も休会する事なく、しかもzoomもスムーズな形での進行が出

来ていたと思います。飯塚会長お疲れさまでした。 

そして、大星幹事、良く幹事をお引き受けされました。本当

にお疲れさまでした。例会の事前の調整や準備など、親クラ

ブでは事務局がやっていましたが、私達は自分達のやりたい

事をやっていこうと言う信念の元、私が幹事の時から、全て

会員自身の手作りでやらさせていただいております。本当に

お疲れさでした。 

最後になりますが、この一年、皆様に大変なお力をお借りし

まして、副会長を務める事ができました。本当にありがとう

ございます。次年度は会長を拝命しておりますが、引き続き

皆様のご協力、ご指導をいただければと思いますので、何卒

よろしくお願いいたします。」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

●会長 飯塚憲貴様 

「本当に、この一年間皆様のお陰で、臨海西ロータリークラ

ブが前に進めたのかなと思います。そしてこの一年間、忙し

い時間を割いて例会に参加していただきました、斉藤特別代

表、鈴木発起人代表、本当にありがとうございました。本当

に勇気付けられまして、心強かったです。 

二代目会長をやらせていただきまして、栗山パスト会長は、

人柄も人格も会社の組織力、リーダーシップどれも素晴らし

い方で、THE会長という感じで思っていたんですけど、私の

場合は全てが私みたいな人間が会長をやっていいのかなと

いう感じから始まりました。 

私は 2015 年 6 月に親クラブの東京臨海ロータリークラブに

入らせていただきました。その前の年に同友会の江戸川支部

に入らせていただきまして、そこで会った方々が東京臨海ロ

ータリークラブさんに沢山いてですね、更に自分が成長でき

るんだと感じて入会したのを今でも憶えています。先程お話

ありましたように、清水会員がニコニコやっていただいたり、

伊藤会員が週報をやっていただいたりとかあるのですが、私

も親クラブでそれをやらせていただいたお陰で、本当にロー

タリークラブをすごく知る事ができました。役割が人を成長

させるんだなとすごく感じております。鈴木発起人代表から

もありましたように、栗山パスト会長がこのクラブを作ると

決めた後に、栗山パスト会長から連絡があり、ロータリーを

もっと真面目にやれと怒られるのかなと思っていたら、全く

逆で、西野さんと共に、この三人で子クラブを作るからやる

よなと言われ、「はいやります」と、その時点で副会長、幹

事などは決まっていたんですけども、それは先程の大星幹事

の話ではないですけども、「yes」か「はい」しか答えがなか

ったので、喜んでやらせてもらいました。お陰でロータリー

クラブの会長をやらせていただきました。コロナの中で日本

のロータリー100周年も出来なかったし、オリンピックも出

来なかったし、花火大会も区民まつりもないし、全部無かっ

たんですね。ただその中でも、Zoom例会ができたり、コロナ

の中でも増強できたり、私の中ではすごく自信になりました。

本当に会長をやる事によって、すごく成長できたんだなと思

っております。昨日同友会で、ちょうど北林会員がお話をさ

れていただんですね、その中で私がファシリテーターを務め

て、北林さんからお話を引き出すという役割をやらせていた

だきました。ちょっと前までは同友会で話すのもすごく緊張

していただんですけども、ロータリークラブの会長をやらせ

ていただいたお陰で、緊張する事もなくなりました。皆さん

もロータリークラブにいる限り、必ず会長の役割が回ってき

ます。自分の楽しいクラブが必ずできます。自分の色をどん

どん出して、良いのかなと思います。他クラブに行くとわか

るのですが、他と全然違うのは、新しいクラブで若い方が多

いので、本当に好きな色が出せると思います。 

東京臨海西ロータリークラブは、これから 5 年、10 年、20

年、50 年、そして 100 年以上続きます。色々なことがあった

この 1年間が礎となって、その長い歴史になればいいなと思

います。 

私が 1年間会長職を全うできたのも、いまの臨海西ロータリ

ークラブの会員、斉藤特別代表、鈴木発起人代表、こんな頼

りない私を陰から支えてくれた、大星幹事、西野副会長、そ

して事務局の横岸澤さんのお陰です。 

本当に心から感謝申し上げます。一年間ありがとうございま

した。」 

 

●飯塚会長 ご令嬢・ご子息より花束贈呈 

 

 

■点鐘：飯塚憲貴会長 

 


