
 

 

 

1 月 21 日の卓話  1 月 7 の出席率  2 月 4 日の卓話  

 会員在籍者数 38 名 

 会員出席者数 29 名 

 会員欠席者数 9 名 

 本日の出席率 76.31％ 

  

「今年度第 2回クラブ協議会」 

 

 「ガバナー公式訪問」 

国際ロータリー第 2580 地区 

ガバナー 若林英博様 

 

「入会式」 

 

「職業奉仕とは」 

職業奉仕委員長 継岩憲二会員 

2022 年 1 月 21 日［第 81 回］ 

≪2021-2022 年度 例会 第 80 回例会報≫ 

2022 年 1 月 7 日（金）東武ホテルレバント東京「吉野の間」 

司会：田名網一嘉会員 

■点鐘：東京臨海西ＲＣ    西野充英会長 

 

■ソングリーダー：菅秀平会員 

■国歌斉唱 

■ロータリーソング「奉仕の理想」斉唱 

 
 

■「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：

大星太郎副会長 

 

■来賓紹介：西野充英会長 

●東京臨海ロータリークラブ 

  会長  佐藤大輔様  

  副会長 杉浦孝浩様 

  幹事  勝間田健一様 

●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 

 

■来賓祝辞 

●東京臨海ロータリークラブ 会長 佐藤大輔様 

「本日は東京臨海西 RC さんの初例会、私はじめ副

会長杉浦、幹事勝間田と 3名御招待頂きまして本当

にありがとうございます。昨年中は本当に大変お世

話になりまして、また、昨年のクリスマス家族会も

御招待頂きまして、大変楽しませて頂きました。本

当に素晴らしいクリスマス家族会、橋会員のために

あったような会だと思うんですけども、私も抽選会

でルンバを頂きまして家に持って帰ったところ、妻

も大変大喜びしておりまして、歓喜の舞を踊ってお

りました。今度は電動自転車が欲しいといってまし

た。今年になりましてコロナが広がりつつあって、

どういう状況なのかな

というのもありますが、

それでも私ども東京臨

海 RC、そして東京臨海

西 RC のみなさま方、そ

して臨海軍団、どうか力

を合わせてこれからも

奉仕活動、自事業の活性

化等々、一生懸命ぜひや

って頂きたいと思って



 
 

 

おりますので、よろしくお願い致します。ロータリ

ーを止めないということで西野会長とまたタッグ

を組んでいろいろな奉仕活動をやっていきたいと

思っておりますのでどうぞよろしくお願いします。

後になりますが、東京臨海西 RC の益々のご発展

と、会員皆さまのご事業のご繁栄、ご健康とご多幸

を心より祈念申し上げて私からのご挨拶と代えさ

せて頂きます。どうもありがとうございました。」 

 

●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 

「みなさま改めまして新年あけましておめでとう

ございます。臨海西 RC 初例会本当におめでとうご

ざいます。正月は箱根駅伝を見てました。山登りで

箱根行くとき左側が山で右側が崖になってるんで

すね。復路になると全く反対で、左側が崖で右側が

山にということでロケーションが変わりますけど

も、この勢いで 6 月 30 日までのゴールまで突っ走

って頂きたいと思います。 

西野会長におかれましては非常にリーダシップ

を取ってみんなに気配りをしながら、カウンセラー

委員会も 2か月に 1回くらいよく居酒屋で 2時間も

3 時間も話し合えるなと思うくらい一生懸命みんな

やってるなと思います。そういった意味では、2 次

会、3 次会へも会長としてお付き合いして、僕もた

またま 3次会で我々のクラブのメンバーも、衛星ク

ラブのメンバーもみんないて、ああいうコミュニケ

ーション取れるってことは素晴らしいです。さすが

西野会長だなと思います。 

大星副会長、5 周年の会長ということで、しっか

りと先を見据えて、何をやらなければならないとい

うことを構築しながら、しっかりやってるなと感じ

ますので、ぜひ僕も 5周年の 5年目の会長やりまし

たから、ぜひ頑張って頂きたいなと思います。 

三橋幹事は、非常に気配りのある前日に丁寧なメ

ールきたりなど、優しいこともできるんだなと思っ

て、親クラブにいた時はただの遊び人だと思ったん

ですけど、今は非常に

家族を一番大事にする

男だなと思っておりま

す。 

この 3 人でゴールま

で頑張ってやって頂け

たらと思います。簡単

ですけどお祝いの言葉

に代えさせて頂きます。

おめでとうございまし

た。」 

 

■卓話者紹介：西野充英会長 

 本日はいらっしゃいませんでした 

 

■ビジター紹介：間野勉会員 

本日はいらっしゃいませんでした 

 

■乾杯：東京臨海西ＲＣ 飯塚憲貴直前会長 

「今年は 5周年があります。コロナは油断をしては

いけない状況で、ぜひ気を引き

締めて今年 5 周年やっていき

たいなと思っております。ここ

にいる皆様の益々の発展と、健

勝を祈念しまして乾杯とした

いと思います。乾杯。」 

 

■会長報告・スピーチ：西野充英会長 

●オーチさんへ奨学金お渡し・オーチさんから一言 

「今年の抱負は、勉強しかないですけども、今年、

博士の出願をしまして 2月試験を受けます。2021 年

を振り返りますと 21 年の頭に色々大変な状況があ

ったのですが、4 月から皆さ

んのご支援を受けるように

なってから、生活も勉強もで

きるようになってほんとに

よかったです。これからも頑

張ります。よろしくお願いし

ます。」 

 

●お祝 

●クラブ基金お礼（斉藤実様） 

 

■幹事報告：三橋晶幹事  

●1 月のロータリーレートは１ドル 115 円です 

●ロータリーの友、ガバナー月信、バギオだより 1

月号をメール BOX に配布しました 

●1 月 21 日（金）年次総会・入会式ですので、12：

20 より年次総会を開催しますので開始時間が早

まります。また職業奉仕フォーラムとなります 

●2 月 4 日（金）若林英博ガバナー公式訪問となり

ます。詳細は後日ご案内致します 

●駐車場について 

●本日、例会終了後理事役員会を行いますので、理

事役員の方 3階「藤菊の間」にお集まりください 
 

                          

（三橋晶幹事）    （司会：田名網一嘉会員） 

 

■委員会報告 

●青少年奉仕委員会 島崎久志委員長  

少年野球について報告 

「昨年 12 月に実施された野球大会のご報告をさせ

て頂きます。第 1回学童選抜交流野球大会というこ



 
 

 

とで、私たち臨海西 RC が冠スポンサーということ

で、我々の名前の入ったトロフィーを争奪するとい

うような感じで開催されました。開催日時は随時み

なさんにグループラインで送ってましたけども、12

月の 5 日、12 日、19 日と 3 回の日曜日を使って都

内の 24 チームが、それぞれ区の代表チームの子た

ちが熱戦を繰り広げました。 終的にオール江戸川

が総合優勝、地元が優勝したということで大変大会

自体も盛り上がり、無事に行われました。今年の大

会は、昨年の大会がコロナで中止になって、今年も

開催できるかどうかギリギリのところでした。私た

ちの準備も開催を睨みながらということで大変タ

イトなスケジュールで始まったんですけども、無事

に実施できたということで、今年は、急遽、選抜メ

ンバーということで子どもたちも大変だったんで

すけども、大変頑張ってくれて我々も感動させて頂

きました。 後は西野会長から臨海西 RC 杯という

ことで、トロフィーの授与、金メダル、銀メダル、

銅メダルということで 1 位、2 位、3 位のチームに

メダルを授与致しました。ほんとにみんな喜んでく

れて我々も嬉しかったです。

この大会自体は、私たちが

冠スポンサーとして第2回、

第 3 回、第 4 回とずっと継

続できるように、今後も続

いていく予定ですので、ぜ

ひ今回参加できなかった会

員のみなさまは、来年の大

会はぜひ参加して応援して

頂けるとありがたいなと思

っております。」 

 

●カウンセラー委員会 飯塚憲貴委員長  

カウンセラー委員報告 北林貴臣会員より報告 

「北林班は飯塚委員長の命を受けまして、毎月 1回

かならずやることにしています。12/27 にやりまし

た。みなさまがどういう仕事をしているかというこ

とはわかるんですけども、

深いところでわからないと

いうのがあって、ひとりづ

つカウンセリングをしてい

くというのをやって親睦を

深めたという形です。2次会

は西野会長贔屓のところに

行きまして、親クラブとも

交流を果たせましたので、

ありがとうございました。」 

 

●社会奉仕委員会 岸哲也委員長 

「昨年からやっておりましたチャ

イボラのクラウドファンディング、

1000 万円の目標でやっておりまし

たが、おかげさまで 1600 万円集ま

ることができました。ありがとうご

ざいます。当クラブから 22 名、親クラブからも 2

名の方が寄付を頂きまして、ロータリークラブから

だけでも 300 万という金額が集まったそうです。お

かげさまで、これからチャイボラの活動の道が広が

ると思いますので、みなさまご協力ありがとうござ

いました。」 

 

●親睦活動委員 岡田竜司会員 

「先月、12 月 23 日にハートポート江戸川児童相談

所に大星副会長、栗山パスト会長、島崎会員、岸会

員、伊藤会員、岩崎会員、私でクリスマス会の発表

を見に行きました。子どもたちだけの会なのかと思

ったら、職員の方もバンドをやったり、歌ったりし

てくださって、その後、幼児クラスのダンスを見た

んですが、我々の寄付したベースと電子ドラムをた

たいて演奏してくれる子供たちのコーナーがあり

まして、個人的にはドラムの子はすごいうまかった

んでだいぶ練習してくれたん

だろうなと思いました。 後

に時間が余ったので、連想ゲ

ームをやろうということで、

お題を出して、3 人ぐらい繋

いで、お題は何だったのか

後当てるコーナーだったので

すが、我らからは島崎会員が

出て頂いて見事当てました。」 

 

●職業奉仕委員会 継岩憲二委員長 

「現在、臨海西 RC でアプリを運営してます。この

中で右上に個々の会員情報を記入するところがあ

るんですが、全員がまだ登録されていませんので、

まだの方、右上をタップして頂

くと会員情報、写真とか登録で

きるようになってますので、ご

面倒だと思うのですが、ぜひ登

録お願いします。これがあるこ

とによって職業奉仕の機会に

も繋がると思いますので、ぜひ

よろしくお願いします。」 

 

■1 月お祝い：橋豊和親睦委員長 

●会員誕生日 坂東会員、岩本会員、間野会員 

佐藤会員、雪丸会員 

●奥様誕生日 継岩会員夫人 

●結婚記念日 間野会員、雪丸会員 

●「誕生日の歌」 

●１分間スピーチ：（間野勉会員） 

「コロナに負けずなんとか誕生

日を迎えることができました。

42 年生まれですので、1月 20 に

55 歳になります。ゴーゴーとい

うことで頑張っていきたいと思

います。昭和 41 年と 42 年の 3

月まで、丙午と言われておりま



 
 

 

して、これは干支で、干支は全部で 60 あります。

有名なのが 12 支ですけど、それ以外に合計で 60 あ

りまして、これが 1 周するのに 60 年かかるわけで

す。そうすると自分の干支に戻ってきたときに 60

歳で還暦という形でお祝いをされます。丙と午って

いうのは、どちらも火の属性を持っているらしく、

中国からの伝えでは丙午の年は火事が多いと言わ

れてたのですけども、そのうち火の属性ということ

で、日本に入ってきたときに男性も女性も非常に気

が強いという風に内容が変わってしまって、特に女

性の方に差別的な面が強くて、丙午の女性は非常に

気が強くてうまくいかないということでこの年に

子供を産むのを控える風習が始まったそうです。実

際のところ前の年と丙午の年を比べると 5％くらい

出生率が下がったという記録が残っております。以

上間野知識でした。」 

 

 
 

■出席状況報告：大西聡会員 

⇒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：石田清貴会員 

2021 年 12 月 18 日（土） 

(ご意向)先月の釣り大会、お疲れさまでした。また、

皆さんが楽しめるつりを企画して参りま

す：平井会員 

(ご意向)今年も 1年間ありがとうございました。 

お仕事のご依頼たくさん頂きありがとう

ございます！！：岡田会員 

飯塚正裕会員 

 

＊東京臨海 RC 様・鈴木孝行様よりお祝金を頂戴し

ました 

【3 件 13,000 円  今年度累計 1,328,000 円】 
 

2022 年 1 月 7 日（金） 

(ご意向)新年おめでとうございます。本日はよろし

くお願いします：東京臨海 RC 三役 

(ご意向)12 月クリスマス家族会プレゼント抽選会

にてルンバを頂きました。ありがとうござ

いました。持ち帰った所、妻が大喜びで狂

喜乱舞しておりました。次回は電動自転車

を希望致します笑 

：佐藤大輔会長（東京臨海 RC） 

(ご意向)新年初例会おめでとう御座います。今年も

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)新年明けましておめでとうございます。今

年もよろしくお願いします：鈴木孝行様

（東京臨海 RC・当クラブ発起人代表） 

(ご意向)明けましておめでとうございます。残り半

期もよろしくお願いします！ 

：当クラブ三役 

(ご意向)あけましておめでとうございます。今年も

皆様、よろしくお願いいたします。間野さ

ん、お仕事ありがとうございます！！ 

    ：西野会長 

(ご意向)明けましておめでとうございます。今年も

よろしくお願い致します：栗山会員 

(ご意向)今年もよろしくお願いいたします 

：飯塚憲貴会員 

(ご意向)長期離脱でご迷惑お掛け致しました 

：木津会員 

(ご意向)本年もよろしくお願い致します：大西会員 

(ご意向)本年もよろしくお願い致します：髙橋会員 

(ご意向)本年もよろしくお願い致します：島崎会員 

(ご意向)本年もよろしくお願い致します：橋会員 

(ご意向)新年あけましておめでとうございます。ま

た 1年間よろしくお願い申し上げます 

    ：北林会員 

(ご意向)明けましておめでとうございます。2022 初

例会宜しくお願いします：間野会員 

(ご意向)本年もよろしくお願い致します：石田会員 

(ご意向)明けましておめでとうございます。初例会

よろしくお願いいたします：岸会員 

(ご意向)明けましておめでとうございます。本年も

よろしくお願い致します：米井会員 

(ご意向)いつも有難うございます：本島会員 

(ご意向)明けましておめでとうございます。今年も

宜しくお願い致します：菅会員 

 

油井会員、伊藤会員、坂東会員、岩崎会員 

継岩会員、平井会員、佐藤会員、飯塚正裕会員 

清水会員、二瓶会員、福本会員 

 

＊東京臨海 RC 様よりお祝金を頂戴しました 

【32 件 127,000 円  今年度累計 1,455,000 円】 
 

    
  出席状況報告   ニコニコ BOX 報告 

 大西聡会員       石田清貴 

 



 
 

 

■向島千代田様 獅子舞 

 
 

 
 

 
 

 

■会長・副会長挨拶 

●西野充英会長 

「昨年を振り返ってみますと、7 月から、私、会長

をさせて頂いてるのですけども、コロナが収束し始

めたかなっていうぐらいでスタートして、それが一

気にコロナが大流行ということがございまして、

Zoom 例会に切り替わっていきました。昨年は、いろ

んな行事が皆さまの周りでも中止になったりした

んじゃないでしょうか。ただ、何とか、先ほどご報

告があったとおり、東京臨海西 RC 杯の青少年の部

分だけは、何とかできたので、よかったかなと思っ

ております。 

 今年は、2月 4日に、ガバナー訪問がございます。

これ、今のペースでいくと、まだちょっと、できる

か分かりませんけれども、コロナの状況をみながら、

3 月 3 日の地区大会ですね、こういった行事がいろ

いろございまして、これからも進めていきたいなと。

そして、新入会員の皆さまも多いですので、ぜひ、

このクラブ以外にも、地区大会だとかそういった行

事にも積極的に参加頂ければなという風に思って

おります。 

 そして、5 月には、今まで家庭集会は年に 1 回し

かしてませんでしたけれども、今年は 2回やるとい

うことでなっておりますので、そちらもやっていき

たいと思っております。 

 それから、カウンセラー集会ですね。北林カウン

セラーの方から報告ありましたけれども、いろいろ

カウンセラー委員長の、飯塚パスト会長の方からお

題を出して頂いておりますので、それにのっとって

ぜひ親睦等、それから、このカウンセラー委員会が

できた意義ですね。油井会員の方からの提唱といい

ますか、職業をもっと知ろうよというところから始

まったんだと思いますので、そういったところまで

深く集会を通じてお互いを知り合って頂ければな

という風には思っております。 

 それから、今年の 6 月で私の任期終わりまして、

我々のクラブとしては初のチャーターメンバーか

らの会長が誕生致します。5 周年という記念でもご

ざいますので、それに、向けた準備ですね。記念行

事等も考えておりますので、皆さんと一緒に進めて

いきたいなと思っております。 

 それから、これは新年だからということではない

んですが、三役のあり方ということで、今までどち

らかというと会長と幹事でクラブを引っ張ってい

くというようなイメー

ジから、副会長も一緒に

なって三役として引っ

張っていくということ

で、いろいろ三役会等も

させて頂いております。

この流れを引き続き、大

星会長に繋いでいって、

新たな 1 年にしていき

たいなと思っておりま



 
 

 

すので、皆さま、どうぞよろしくお願いします。 

 以上をもちまして、私の新年の挨拶とさせて頂き

ます。よろしくお願いします。」 

 

●大星太郎副会長 

「先ほど西野会長の方から、半期の振り返りがあり

ましたので、私の方からは、我々独自で、今、取り

組んでいる奉仕活動についてご説明をさせて頂き

たいと思います。 

 今現在、臨海西ロータリークラブで計画している

大きな奉仕活動、二つございます。 

 一つ目が、地区補助金のプロジェクトを利用して

の奉仕活動です。これは、ご存知のない方もいらっ

しゃるかと思うんですが、ロータリークラブの仕組

みの一つとして、各クラブで立案した奉仕活動、そ

の計画書を地区の補助金委員会っていうところに

提出して、審査を受けて承認が得られれば、その活

動費の助成が得られるんですね。つまり、もらった

お金で寄付したり、いろんな活動ができたりする、

そういう仕組みがございます。それを今期、初めて

我々のクラブとしては挑戦しようとしておりまし

て、今月末にそれを申請する予定です。具体的な奉

仕活動の内容については、次回以降の例会で、委員

会報告の中で説明させて頂きますが、簡単に申し上

げれば、この 3年間、チャイボラだったり、らいお

んはーとだったり支援してきたことによって得た

知識だとか、経験に基づいて、困ってる子どもたち

のために、何か支援ができないかなと。そういった

ような計画を、今、検討しております。 

 二つ目が、これは 5周年の記念事業に紐づいた奉

仕活動ですね。ご存知のとおり、先ほど西野会長か

らもご案内があったとおり、来年度ですね、我々5

周年の期になります。この 5周年の記念事業としま

して、ちょっと大きな奉仕活動ができればなと、今、

検討しておりまして、5 周年記念事業委員長のパス

ト会長、栗山さんなんかを中心に、いろいろ検討し

てます。奉仕活動というのは、いろいろ準備だとか

情報収集が必要になってくるものですから、今、い

ろんなところにアンテナを張り巡らして、何が求め

られる奉仕活動なのかどうかを、検討しているとこ

ろです。このような大きな二つの活動を今、準備し

ておりますので、ぜひ皆さまも、今後、ご協力頂き

たいと思います。 

 何が申し上げたいかといいますと、こういった本

格的な奉仕活動をようや

く我々もできる段階にな

ってまいりました。これ

は、西野会長が掲げる、

このターゲットですね。

奉仕し、成長しあえる仲

間づくり、この旗の下に

皆さまが親睦活動を継続

してきた成果だと思って

おります。引き続き、残

り半期も、コロナありますけれど、いろいろ工夫し

ながら親睦を図りつつ、臨海西らしい奉仕活動がで

きればなと思っております。ぜひ、半年も、どうぞ

ご協力、よろしくお願い致します。これで、新年の

ご挨拶に代えさせて頂きます。ありがとうございま

した。」 

 

■点鐘：西野充英会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


