
 

 

 

7 月 1 日の卓話  6 月 17 の出席率  7 月 15 日の卓話  

 会員在籍者数 40 名 

 会員出席者数 35 名 

 会員欠席者数 5 名 

 本日の出席率 87.5％ 

  

「五大奉仕委員長挨拶」 

クラブ奉仕委員長 三橋晶 様 

職業奉仕委員長 岩崎裕馬 様 

社会奉仕委員長 伊藤宏之 様 

国際奉仕委員長 北林貴臣 様 

青少年奉仕委員長 清水孝弘 様 

新年度初例会 

「三役挨拶」」 

会 長 大星太郎 様 

副会長 三橋 晶 様 

幹 事 継岩憲二 様 

 

2022 年 7 月 1 日［第 93 回］ 

≪2021-2022 年度 例会 第 92 回最終夜間例会報≫ 

2022 年 6 月 17 日（金）東武ホテルレバント東京「錦の間」 

司会：平井修二会員  

■点鐘：東京臨海西ＲＣ 西野充英会長 

 
■ソングリーダー：岩崎裕馬会員 

■ロータリーソング「奉仕の理想」斉唱 

  

■「四つのテスト」：大星副会長 

■「ロータリーの目的」東京臨海西 RC バージョン 

 

■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 

●東京臨海ロータリークラブ 副会長 杉浦孝浩様 

●東京臨海ロータリークラブ 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 

 

■米山奨学生紹介：西野充英会長 

 今年度米山奨学生 雷 博強（ﾗｲ ﾊｸｷｮｳ）さん 

前年度米山奨学生 オーチ ソムオン様 

 

■ビジター紹介：  

本日はいらっしゃいませんでした 

 

■来賓挨拶：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 

●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 



 
 

 

    
臨海 RC会長佐藤大輔様   特別代表 斉藤実様 
 

    
発起人代表 鈴木孝行様     
 

■乾杯：飯塚憲貴直前会長 
 

 
 

■会長報告・スピーチ：西野充英会長 

●クラブ基金感謝状贈呈（栗山パスト会長） 

 
 

●一般財団法人比国育英会バギオ基金より感謝状 

第 1回感謝状（大星会員）第 7回感謝状（クラブ） 

●一般財団法人比国育英会バギオ基金より感謝状 

第 1回感謝状（島崎会員）第 8回感謝状（クラブ） 

 

■幹事報告：三橋晶幹事  
                    

●地区から迷惑メール

にご注意くださいと

案内が ありました

（6/15 メール済） 

●5/31 地区大会での山

崎直子さんご講演ビ

デオと質問の答えを

メールしました（6/16

メール済） 

●オールディーズ 

●7 月 1 日（金）は初例

会です。大星会長の初の点鐘となりますので、皆

様ご出席の程お願い致します 
 三役引継式 12：30～12：40 例会 12：40～13：30 

理事会 13：45～15：00  

5周年実行委員会 15：00～15：30 

 また、理事会終了後（15：00～15：30）に 5周年

実行委員会を開催しますので、5 周年実行委員の

方はそのままお部屋にお残りください 

 

■委員会報告 

●カウンセラー委員会 

継岩憲二会員 

「今回は岸会員が幹事、佐藤会員がサポートという

形で門前仲町で開催しました。このミーティングの

ために岸会員、佐藤会員は何回も下見に行って下さ

りました。議題は例会に出る重要性についてディス

カッションさせて頂きました。ミーティング終わっ

た後に、次会の例会に出てればこの前お疲れさまで

したと声をかけること

ができますので、ミーテ

ィング終わった後必ず

例会に来てくださいと

いう形で意見がまとま

りましたので、他の会員

のみなさまもそのよう

な形で例会に来て頂け

ればと思います。」 

 

間野勉会員 

「私のグループも同じ門前仲町で開催しました。議

題は、ロータリー活動と家庭生活は両立するのかと

いうことで、かなりパーソナルな部分深く語り合う

ことができました。なる

べく月一でカウンセラー

ミーティングをやるとい

うことで、幹事も今まで

私がやらせて頂いたので

すけども、持ち回りでや

るということになりまし

たので、今月もこうやっ

て親睦を深めたいと思い

ます。」 



 
 

 

平井修二会員 

「船堀の韓国料理屋で開催しました。参加メンバー

は私、栗山パスト会長、岡田会員、岩崎会員の合計

4 人です。討議内容は 3つ。①年収は最低でも 1000

万円以上を目指そう。

②社員の質の向上には

経営者の質の向上がま

ず第一。③平井及び伊

藤会員は来年度も例会

の運営に関与しよう。

SAA は今年で終わりま

すけども、来年度以降

も例会関与していこう

ということを勝手に決

めました。」 

 

●国際大会報告  

高橋健会員 

「6/3 からヒューストンの国

際大会に行ってきました。コ

ロナ禍の状況だったので例

年に比べると人数もコンパ

クトだねというご意見もあ

ったんですけども、私自身は

初めてだったので、いろんな

刺激を受けました。たまたま

ホテルでロータリーの方がいらっしゃって、その方

はオーストラリアからきている女性のキムさんと

いう方だったんですけども、荷物が二日間くらい届

かなくてすごく大変な思いをされていて、そんなこ

とでお話ができて親睦を深められたり、来年はオー

ストラリアのメルボルンで国際大会なんですけど

も、また会いましょうねといった会話ができたこと

がすごい勉強になったと思います。ヒューストンも

遠いし来年のメルボルンも遠いんですけども、そう

いう機会にみなさん乗れられるように、僕も経験し

てきたことをみなさんに発信できるように、そのよ

うなことをこれからやっていきたいと思った国際

大会でした。」 

 

栗山義広パスト会長 

「私は、総合的な感想をいうと暑いとこでした。あ

と、一人素晴らしい有名人に会いました。いつもタ

バコを吸う人間が 2人しかいなく、ヒューストンの

ステーキハウスで、ベランダに喫煙にいって 2人で

美味しかったなとか話していたら、隣の部屋に大阪

ロータリークラブ、東京から分かれた最初のロータ

リークラブで、そこの幹事さんが声をかけてきて、

どこのロータリークラブですかと聞かれたので東

京江戸川区のクラブですなんて話していたら名刺

をもらったんです。そこのクラブの会長さんを紹介

してくれたんですけど、会長さんが鳥井信吾さんと

いう方でした。サントリーの代表取締役副会長です。

その他パストガバナーだとかがいて、すごい人たち

とお会いできた。ロータリーはいろんな経験をさせ

てくれる素晴らしいところで、私も世界大会 3回目

で、人数で言えば通常の半分以下の人数ではあった

んですけど、来た人は期待だったり熱い思いだった

りいろんな奉仕活動、世界

の奉仕活動を見る機会、な

かなか体験できない機会

だったかなと思います。メ

ルボルン、シンガポール、

カルガリー、ぜひどこかの

機会で、みなさん行ける時

を作って頂きまして、一緒

に参加できたらいいなと

思ってます。私は来年は奥

さんとぜひ行きたいなと

思ってます。」 

 

■出席状況報告：間野勉会員 

⇒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：坂東裕樹会員 

(ご意向)西野会長、大星副会長、三橋幹事、そして

皆様一年間お疲れ様でした。次年度もよろ

しくお願いします：東京臨海 RC三役 

(ご意向)西野会長、大星副会長、三橋幹事 三役の

皆様一年間お疲れ様でした。最終夜間例会

おめでとうございます：斉藤実様（東京臨

海 RC・当クラブ特別代表） 

(ご意向)本日最終例会！皆様ありがとうございま

す。よろしくお願い致します：鈴木孝行様

（東京臨海 RC・当クラブ発起人代表） 

(ご意向)皆様、１年間本当にお世話になりました。 

大星副会長、三橋幹事、１年間力強く支え

て頂き、なんとか最終例会を迎えることが

出来ました本当に感謝申し上げます： 

西野会長 

(ご意向)みなさま、一年間、ご協力ありがとうござ

いました！：大星副会長 

(ご意向)皆様のご協力のお陰で本日、最後の例会を

迎えることが出来ました！1 年間、ありが

とうございました！！：三橋幹事 

(ご意向)西野会長お疲れ様でした。来月からは同じ

パスト会長です。宜しくお願い致します：

栗山会員 



 
 

 

(ご意向)西野会長お疲れ様でした。今日も楽しんで

行きましょう！：飯塚憲貴会員 

(ご意向)西野会長お疲れ様でした：油井会員 

(ご意向)西野会長、最後の例会宜しくお願いしま

す：間野会員 

(ご意向)西野会長、三役の皆様 一年間お疲れ様で

した。ありがとうございました：島崎会員 

(ご意向)大星さん、継岩さん、平井さん、島崎さん

クリニックに来院ありがとうございます。

皆さんの歯をますます綺麗にカッコ良く

していきます：松原会員 

(ご意向)西野会長 1年間お疲れ様でした。最終例会

参加出来ない事お許しください：北林会員 

(ご意向)今年度、ありがとうございました。本日も

よろしくお願いします：石田会員 

 

平井会員、二瓶会員、坂東会員、髙橋会員 

本島会員、大西会員、橋会員、岩崎会員、岸会員 

継岩会員、米井会員、継岩会員、岡田会員、 

飯塚正裕会員、清水会員、佐藤会員、倉持会員 

福本会員、雪丸会員 

 

＊東京臨海 RC様・東京臨海東 RC 様よりお祝金を頂

戴しました 

 

【33 件 118,000円 今年度累計 2,531,000円】 
 

  
出席状況報告    ニコニコ BOX 報告 

   米井新吾会員          坂東裕樹会員 

 

■6 月お祝い：橋豊和親睦委員長 

●会員誕生日：熊倉会員、大星会員、菅会員 

島崎会員、三橋会員、金森会員 

 

 
 

●「誕生日の歌」：  

●１分間スピーチ：（ 熊倉会員 ） 

「6月 3日に 38歳になりまして、こんな形でみなさ

んにお祝い頂くのはここ数年なかったことで、いつ

も家族だけでお祝いをしてもらっていたので、新鮮

でとても嬉しいです。ありがとうございます。入会

して半年になるんですけれ

ども、みなさんにもお仕事

も頂いたり、アパレル業界

ってこのコロナ禍ですごく

打撃を受けて、変化をしな

ければならないここ数年で、

いろんなアドバイスを頂い

たり、私自身も糸口が見え

てきそうで、すごく感謝し

ております。引き続きよろ

しくお願いします。ありが

とうございました。」 

 

●奥様誕生日：橋会員夫人、菅会員夫人 

●結婚記念日：管会員、松原会員、熊倉会員 
 

 
 

■前年度米山奨学生 オーチ ソムオン様より 
 

 
 

■クラブ協議会の続き 

 

■今年度のスライドショー 

 

■三役退任挨拶 

三橋晶幹事  

西野会長、素晴らしいスライドショー、ありがとう

ございました。しっかり最後のご挨拶させて頂きき

たいと思います。まずは、親クラブの三役の皆さま、

そして最高特別代表、鈴木発起人代表、本日は当ク



 
 

 

ラブの最終例会にご参加頂きまして誠にありがと

うございます。はじめに、この場をお借りしまして、

皆さまに感謝と御礼を申し上げさせて頂ききます。

1 年間、たくさん助けて頂きまして、また、ご相談

に乗って頂きき、ご理解とご協力頂きまして本当に

ありがとうございました。 

 昨年 7月 2日に初年度、第 1回例会がスタートの

ときに、当時、大変不安の中、あっという間に 1年

がたち、本日最後の例会を迎えることになりました。

今となればもう少し準備をしていけば良かったな

という、大変、深く反省をしております。 

 この 1年間の行事予定表を見ていて、本当に早か

ったなと感じました。持ち前のノリと勢いだけで何

とかこなしてこれたのは、寛大に見守って頂いた西

野会長、そして理事役員各委員、そして委員の皆さ

まのおかげだと思っております。大変感謝しており

ます。初例会直後に、緊急事態宣言が発令されて、

私は大役なパソコンを使っての Zoom 例会になり、

その後、ハイブリッド例会になりました。そのとき

は会場監督委員会の皆さま、そしてプログラム構成

委員会の皆さまには大変、助けて頂きました。あり

がとうございました。 

 コロナ禍でしたので思うような奉仕活動はでき

なかったのですが、その分、会員の皆さまと親睦を

図る機会が大変多かったなと思っております。なか

なかできなかった新入会員歓迎会やクリスマス家

族例会、そして 4月には親睦旅行と定期的にゴルフ

大会や釣り大会など、親睦委員会の皆さまには大変

ご協力頂きました。ありがとうございました。 

 会長ターゲットにあります、『奉仕し成長しあえ

る仲間づくり』ですが、先ほども申し上げさせて頂

きましたが、コロナ禍で思うような奉仕活動はでき

ませんでしたが、親睦を通じてクラブの成長や仲間

づくりには達成できたんじゃないかなと思います。 

 また、個人的には、ロータリー活動、会の運営、

そしてロータリアンとして改めて勉強させて頂き

ました。西野会長を一番、近くで見させて頂いて、

たくさん会長として決断しないといけない場面が

あったと思います。僕はその会長が決断したことを

全力でサポートさせて頂いて、この臨海西ロータリ

ークラブにと

って一番良い

方向にクラブ

を導いて頂き

ました。そんな

会長の下で幹

事をやらせて

頂いてる僕に

とって、たった

1 年ではござ

いますが、すご

く貴重で、とて

も大切な 1 年

になりました。

改めて西野会長、ありがとうございました。 

 そしてこの 1年で得たことや、気付いたことを生

かし、次年度はまた初心に戻り、皆さまに恩返しで

きるように努めてまいりたいと思いますので、よろ

しくお願い致します。 

 最後になりますが、幹事というポストで学びの場

を与えて頂きましたことと、毎回の例会の進行や会

の運営に事務局の横岸澤さんには大変、ご面倒をお

掛けし、また、大変助けて頂きましたことに改めて

感謝を申し上げ、退任のあいさつとさせて頂きます。

皆さま、1年間、本当にありがとうございました。 

 

大星太郎副会長 

まずは、今日ご来賓の皆さま、お忙しい中、最終例

会にお越し頂きまして、誠にありがとうございます。

また会員の皆さま、1 年間、会の運営にご協力頂き

まして、誠にありがとうございました。 

 今回、私は副会長という役職をやらせて頂いたん

ですけど、この副会長という役職が非常に微妙な役

職でして、役割があるようなないような役職なんで

すね。当クラブの場合は、幹事が終わると副会長、

副会長が終わると会長みたいな流れが今まであっ

たものですが、何となく副会長というのは会長にな

る前の一休みするための役職みたいな雰囲気は何

となく流れてましたので、私もどう振舞っていいの

か、いろいろ考えたこともありました。ただ、一休

みするっていう

気には全くなれ

ずに、不安でいっ

ぱいだったもの

ですから、今期が

始まる前に西野

会長に相談させ

て頂いて、ぜひ会

長の幹事の仲間

に入れてくださ

いと、三役の集ま

りとして、ぜひ私

も入れてくださ

いってことをお



 
 

 

願いしまして、いろんな決断をする際はお仲間に入

れて頂いて、会長、幹事のお手伝いをさせて頂きま

した。 

 その仲間に入れて頂いたのにはいろいろあって、

やはり不安だったんですよね。昨年、私、飯塚年度

で幹事をやらせて頂いたわけなんですけれど、昨年

は飯塚会長を見習おうと、人脈で、コロナ禍であり

ながら 6名増強し、素晴らしい結果を出したんです

が、残念なことにコロナ禍でロータリー活動が思う

ようにできなかった。私も幹事をやったんですけど、

いまいちロータリーのことが分からないまま、幹事

を全うできないまま終わってしまったみたいなと

ころもあったもんですから、その経験不足を補うた

めに、どうしても仲間に入れて頂きたかったという

のがあります。 

 また、この今期が始まる前に、私の中の予想で、

西野年度は間違いなく成功するだろうと、私、思っ

てたもんですから、その成長の過程をぜひ近くで見

てみたかった。会員がどうやって動いていくのかと

いうのを間近で経験したかったというのがありま

して、会長、幹事の仲間に入れさせて頂きました。 

 予想通り西野年度は、最後、私が言うのもなんな

んですが、大成功だったんじゃないかなと思ってお

ります。成長し、奉仕しあえる仲間、ごめんなさい、

『奉仕し成長しあえる仲間づくり』というターゲッ

トの下ですが、奉仕活動も積極的に行いましたし、

我々独自のいろんな施策が行われました。カウンセ

ラー集会もそうですね。様々な、今期で臨海西らし

さということが出た 1年だったと思うんです。それ

を間近でいろいろ見させて頂いて、大変勉強になり

ました。まずは、西野会長と三橋幹事、お仲間に入

れて頂きまして、本当ありがとうございました。勉

強になりました。 

 いよいよ次期になるわけなんですけれど。何でし

たっけ、話が飛んでしまったんですけど。素晴らし

い流れをなんとか引き継いで、臨海西らしさを、よ

り来年度も出していきたいと思っておりますので、

ぜひぜひ、西野年度は終わりますが、引き続きご協

力頂ければと思います。今年度、副会長をやらせて

頂いて、勉強になりました。楽しかったです。どう

も、いろいろありがとうございました。 

 

西野充英会長 

私は、2017 年の 4 月 19 日に親クラブであります東

京臨海ロータリークラブに入会しました。そこから

考えると 5年たったわけなんですけれども、2018年

の 11 月に、このクラブができて、幹事 1 年半、副

会長 1年、それから会長 1年ということで準備段階

から考えますと、4 年が経ちました。本当に皆さま

には感謝しております。今日いらっしゃって頂いて

る親クラブの三役の皆さま、そして斉藤特別代表に

おかれましては、クラブの立ち上げのときから、そ

して我々のクラブには毎回、ご参加頂いております

けれども、お休みの際には必ずニコニコを事務局に

届けて頂いてるという、いつも当クラブを見て頂い

てるんだなというのを、ひしひしと感じました。本

当に感謝しております。ありがとうございます。 

 そして、鈴木発起人代表、クラブの立ち上げ構想

から、運営に関する心温まるアドバイスを頂きまし

た。それ以外にも職業奉仕フォーラムとか、自事業

活性化の事業、それから別のことにつきましても、

我々の会員が知り得ない世の中のことを教えて頂

きました。本当にありがとうございます。 

 そして栗山パスト会長、先ほどは写真いっぱい出

しちゃいましたけど、ご了承頂いて、私を東京臨海

西ロータリークラブの立ち上げメンバーに選んで

頂きまして、本当にありがとうございます。来年は

5 周年ということもありますので、5 周年事業を栗

山委員長の下、ぜひ成功させていきたいなと思って

おりますので、私も応援させて頂きます。そして早

くガバナーになって頂ければと思ってます。 

 そして飯塚パスト会長も、立ち上げのときに、私

が副会長、飯塚さんが幹事という話だったんですけ

ど、そのとき私のわがままで、私の方が年下なので

幹事やりますって言ったのが、失敗の始まり。おか

げさまで大変いい経験をさせて頂きまして、ありが

とうございました。今後とも、パスト会長として何

ができるのか栗山初代会長がおっしゃってました

「パスト会長になってからがロータリー、実行でき

るんだぞ」っていう風に教えて頂いておりますので、

引き続きパスト会長になったからといって、急に例

会に来なくなったねって言われないようにちゃん

と例会にも来ます。まだまだ私にできることがあれ

ばと思っておりますので、よろしくお願いします。 

 そして油井会員。栗山さんを 2012 年に紹介を頂

きました。油井さんが紹介していなければ、私ここ

にいないと思いますので、本当に感謝しております。

ありがとうございます。私の人生をお二人との出会

いで大きく変わりましたので、ロータリー、私生活、

いろんなこと、出会いで始まるんだなっていうのを

感じております。本当にありがとうございます。 

 そして、今年度いっぱい活動頂きました。橋親睦

委員長、本当にありがとうございます。それから、

飯塚さん、会報を本当頑張って頂いてますけど、会

報大変です、私もあの役は、やったことありますけ



 
 

 

れども、大変なお仕事を引き受けて頂きました。あ

りがとうございました。 

 そして、この 1 年だけじゃなくて 4 年間、毎回、

早く来て今もあそこでビデオを撮って頂いてます

伊藤会員も、本当にゆっくりご飯食べてくださいよ、

たまには。本当に 4年間ありがとうございます。こ

れからもそういった分野では、絶対お世話になると

思いますので、何卒よろしくお願いします。 

 そして、大星副会長。生え抜きのプロパーの会長

ということで、みんな一丸となって、我々盛り上げ

ていきたいと思います。副会長としても、先ほど、

箸休めじゃないんですけどそんな期間だって、そう

いうことはあるかもしれませんけど、やっぱりクラ

ブ奉仕委員長として家庭集会やら、いろんなことを

やって頂いてるので、全然、すごくやって頂いたな

っていうのがあります。私もこのご恩に報いるべく、

直前会長として来年 1年も私にできることがあれば

何でもおっしゃって頂ければと思っておりますの

で、何でも言ってください。 

 そして、三橋さん。いつでしたっけ。夜遅く飲ん

で。三橋さん幹事やってよって言ってから、今日ま

で、本当にありがとうございました。 

 今日は笑って終わるつもりだったんですけどね。

すいません。 

 そして横岸澤さん。立ち上げから本当に我々素人

同然の 2人が、何やるんだろうねって話したり、チ

ャーターナイトどうしようかとか言いながら、どう

にかここまで、できました。そのときから携わって

頂いて、ありがとうございます。次年度以降も、会

長幹事は変わっていきますけれど、皆さんのサポー

トをよろしくお願いしたいと思います。 

 そして、ロータリーへの感謝です。私の人生、サ

ラリーマンから経営者の道に入りまして、これ、ロ

ータリーがなかったら、こんな人生にはなってなか

ったと思います。 

 そして先ほどの写真、楽しんで頂けましたでしょ

うか。あの写真を編集して思いました。昔の思いも

よぎりましたけれども、私が最終的に思ったのは、

胸を張って、このクラブはとってもいいクラブだな

と確信しております。 

 今日は記憶をなく

すまでお付き合い頂

きたいと思っており

ますので、よろしくお

願いします。そして、

今年のターゲットは

『奉仕し成長しあえ

る仲間づくり』という

ことでございました。

皆さん、一生の仲間は

できましたでしょう

か。皆さんの答えが、

仲間ができたよとな

ることを確信しまし

て退任のごあいさつとさせて頂きます。本当に 1年、

いや、4年間ありがとうございました。 

 
 

栗山義広パスト会長 

一言だけ、ご挨拶をさせて頂きます。西野会長、1

年間どうもお疲れ様でした。もうちょっと明るくと

思ったんですけど、感無量ではあるんじゃないかな

と思います。 

 私事ですけど、先日、私も社長を辞めて会長にな

って。実を言うと、西野会長には、いろいろ日頃か

らお世話になっておりまして。西野会長の職業知っ

てる人、みんな知ってますよね。知らない人はやば

いですよ。私は、いつも保険の相談をさせて頂くん

ですけど、先日、怒られまして。「栗山さん、そん

な保険入っちゃ駄目だよ」って言われて、辞めたり

もしたんですけど。本当に、もともと熱いし、親身

にいろいろ私の人生を考えてくれるし、みんなの人

生にものすごく、いい影響を与えてくれる人物だと

思っております。 

 4年前の何月？ 呼ばれたとき。9月の雨の日に 2

人を呼び出して「何の話ですか」とか言って。「そ

れはあそこにいる人が仕掛けた話なんですけど」と

か言って。2 人がついてきて頂いて、初代幹事をし

て頂きまして、私も恙なく会長を終わることができ、

今日ここでまた西野会長が来月からパスト会長に

なることを、本当にとても喜ばしいことです。 

 今回、クラブ協議会の続きをやっていたのを見て、

一人一人が新しい役を、西野会長もそうですけど、

会長という役をやっ

たり、委員長だった

り、いろんな担当が

いることによって、

一人一人勉強をする

んですよね。そして、

成長していく。もち

ろん、いろんな奉仕

を提案していきなが

ら成長していける姿、

そして飯塚カウンセ

ラー委員長が提案し

た、飲み会。ものす



 
 

 

ごく親睦を深められるし、いろいろな奉仕活動を考

えられているし、一人一人が素晴らしいロータリア

ンに、西野会長のおかげでなれたと思います。引き

続き、私たち、パスト会長にならせて頂きますので、

3 人で。1 人のときはずっとパスト会長、パスト会

長って言われるけど、いいよ栗山さんで、栗山会員

でいいんだけどと思ってたんですけど、今後は、直

前会長ですから。パスト会長、いろいろ言い方ある

と思いますけど、一人一人が奉仕し、成長しあえる

仲間になれることを、本当に切に思っております。 

 三役の皆さん、2 人も。俺、三橋さんちょっと不

安だったんです。でも、見方が 180度ぐらい変わり

ましたよ。俺が知ってる三橋さんと今の三橋さん、

別の人だと思う。別人。そう見えると思ってます。

素晴らしいです。だから、みんなが知ってる三橋さ

んは、今の三橋さんですからね。これでいいと思い

ます。本当に 1年間どうもお疲れ様でした。ありが

とうございました。 

 

■花束贈呈 

 

 
 

■点鐘：東京臨海西ＲＣ 西野充英会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区大会のお礼状頂きました 
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