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本日の卓話

「新会長・新幹事挨拶」
	 　尾泉会長、潮田幹事

今後の卓話予定
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　2014ー 2015年度テーマ
R . I . テ ー マ	 「ロータリーに輝きを」
	 	 R . I . 会 長	 ゲイリーC.K. ホァン
	 	 地区ガバナー	 鈴 　木　孝　雄
クラブテーマ	 「全員参加で楽しく」	
	 	 クラブ会長	 尾 　泉　良　和

会長報告＜藤掛会長＞

・本日は東京浅草ロータリークラブ岩崎会

長様、田原幹事様がお見えです。先のク

ラブ創立50周年大変お目出とうございま

した。本年度はその創立50周年記念行事

とIM幹事クラブと二つの大きな行事をこ

なされたわけでございますが、私共のク

ラブに取りましても、また私個人に取り

ましても東京浅草ロータリークラブさんと

の思い出深い一年となりました。心より感

謝申し上げます。世界大会に出席された地

区職業奉仕委員長の梶原徳二様よりシドニ

ーロータリークラブのバナーを同じ地区職

業奉仕副委員長の長沼さんが頂いて参りま

した。クラブ事務所に飾ってありますので

ご覧下さい。

前回（6/25　1366 回例会）の記録

	総会員数	 休　会	 出席免除	 出　席	 欠　席	 出席率	 修　正　出　席　率
出　席　報　告

来　訪　者　紹　介

	 47 名	 3 名	 4 名	 41 名	 2 名	 95.12％	 1364 回例会修正　欠席 2名・出席率 95.12％

◆ゲスト 0名 
◆ビジター 3名 東京浅草RC会長　岩崎　隆	様、東京浅草RC幹事　田原　績	様
  東京上野RC　捧　永世	様

幹事報告＜伊石幹事＞
・7月のロータリーレートは１ドル102円
です。

・他クラブ例会変更のお知らせが来ています。
クラブ事務局にてご確認下さい。

7月お誕生日祝	 15	日	（47 才）	馬場洋介君	 22	日	（51 才）	 潮田幸一君



ニコニコボックス
＜東京浅草R.C.　岩崎隆様、田原績様＞
・一年間、大変お世話になり、誠にありがとうご
ざいました。（特に、IM・50周年と２回も大勢
様にご協力頂きました事に改めて感謝申し上
げます。）

＜上野R.C.　捧永世様＞
・最終例会にお邪魔致します。
＜藤掛、伊石＞
・東京浅草ロータリークラブ岩崎会長、田原幹
事、一年間ご指導いただきありがとうございま
した。思い出深い一年でした。
・会員の皆様、一年間ありがとうございました。
心より感謝申し上げます。

＜出席委員会一同＞
・一年間ご協力ありがとうございました。お陰
様で100％出席11回を達成する事ができまし
た。感謝、感謝です。

＜親睦委員会一同（浜中、長沼、田村、立野、
後上、宮崎、内田）＞
・一年間、本当にありがとうございました！　

＜S.A.A.一同（加藤、小林（博）、永井、河村、
藤田、馬場）＞

・一年間ご協力ありがとうございました。
＜上野、吉田、原田、松崎、小池、山尾、古谷、

大塚、海内、折原、宮村、斎藤、長沼、立野、
太田、宮崎、内田、後上、浜中、岩田、髙木、
尾泉、永井、中村、加藤、藤田、柘、田村、上原、
矢野、潮田、笹生、植木、岩戸、渡辺、馬場、
松本、園部、河村＞

・本日の卓話「一年を振り返って」藤掛会長、
伊石幹事、一年間ありがとうございました。

＜矢野＞
・100％出席の表彰をして戴きまして、誠に有難
うございました。

＜上原＞
・図らずも雨の中、霞ヶ浦CCのゴルフ例会で
優勝しました。同伴競技者の宮崎さん、髙
木さんに感謝。また中国新拠点の開所式が
無事終了。

　　一年間を振り返って

　　　　　　　　会長　藤　掛　靖　元

　一年間無事締めくくることができ
ました。皆様の心からのご協力に感
謝申し上げます。会長に決まった時、
最初の仕事は幹事選任です。丁度 2
年前の第一例会終了後に会長をお受

けすることを決断、即幹事を伊石さ
んにお願い致しました。彼には私に
はないパワーがあります。大変心強
いパートナーを得た事により前進
できたのだと思います。
　ここで本年度を振り返って見たい

卓　　話



と思います。クラブのテーマとして
「参加し行動しよう」を掲げました。
皆様は参加されましたでしょうか。
行動されましたでしょうか。50％参
加の方もいれば 80％いや 100％参加
の方もいるかもしれません。
50％参加でも行動は 80％との方もい
るかもしれません。何％でも良いと
思います。是非参加、行動をキーワー
ドにこの一年を振り返っていただけ
れば本年度のテーマも生きると思い
ます。
　「参加し行動しよう」のテーマから
導き出されたのが 4大重点事業です。
考え方としては、
1. メンバーの方が参加しやすい。ま
た、本年度が終わっても心の片隅に
残り尚且つ個人として取り組めるも
の。
2. 単年度で完結できるもの
3. それに関わる各委員会がお互いに
連携をとり活動を推進できるもの。
4. 私自身が会員の方々に熱意をもっ
て語れ、また他のクラブの方にも心
からアピールできるもの。
を基本に組み立てました。増強に関
してはクラブの永遠のテーマとして
入れました。被災地復興支援、ロー
タアクトの活動について理解を深め
る、100 年企業に学ぶ、それぞれの
内容についてはこの一年を思い起こ
していただければと思います。この
中で被災地復興支援、ロータアクト
の活動について理解を深める、この
二つのテーマがドッキングし行動に
結び付いたものが本年度のメイン事
業である 10 月に開催された浅草神社
での「復興市」です。東北の被災地
の方々、ロータアクトの方々との大

変良い交流の場となりました。また、
被災地の方々の生の声を聴く事が出
来ました。ローターアクトの方々の
活躍も素晴らしかったです。最初は
上野社会奉仕委員長は違う事業を考
えておりましたが、伊石幹事から「復
興縁日を浅草神社の境内で開催した
ら。」との意見が出て、早速矢野さん
に相談したところ快諾を得られ実現
したものです。年初の正式参拝の実
現とあわせ矢野さんに感謝申し上げ
ます。復興市につきましては、来年
も、との意見もありましたが、復興
支援は年々その姿を変えてゆくもの
でもありますし何よりも先方の要求
をしっかりと掴んで行かなければな
りません。その意味で本年のみとさ
せていただきました。また、ローター
アクトに関しては、提唱との意見が
あります。青少年奉仕は若い方々の
目線に立ち彼らを育てて行こうと思
う粘り強い心と、逆に我々も彼らか
ら大いに学んでゆこうという心が一
つになって初めてその成果を発揮で
きるものと思います。形を作れども
魂入らずでは長続きしません。その
ためにはクラブの中でしっかりとし
たコンセンサスを取り進めてゆく必
要があると思います。
　今後は皆様が少しでも機会があれ
ば東北の食材等を購入していただけ
れば、また、東北の牡蠣を食する機
会があればこれは「漁師さんの思い
がこもった牡蠣だ。」との事を思い出
していただけたなら、それが復興支
援に繋がってゆく事になると思いま
す。ローターアクトについては少し
づつ理解が深まったと事と思います。
また老舗企業の経営理念等に触れる



ことによりご自身の職業観を再確認
する機会にしていただければ幸いで
す。この３つの重点項目が皆さんの
心の中に少しでも残れば有り難いと
思います。
　以前にも披歴したことがあります
が、海内さんから幹事の指名を受け
た時、頂いた一言があります。それ
は「日常にはない様々な役柄を与え
られ、それをこなすことによって新
しい体験を獲得しそれを通し自己を
研鑚すると共に人としての広がりを
獲得する、将に人生道場です。こ
のことを深く受け止めていただきた
い。」この一言で幹事を受ける心が定
まり、実際、幹事を経験してみます
と正しくその言葉通りであったわけ
です。今回も会長をお受けしたのも

その言葉が心にあったからです。海
内さんにあらためて感謝申し上げま
す。
　愈々、尾泉会長、潮田幹事年度が
スタート致します。あまり力にはな
れないかと思いますが良いクラブと
なるよう微力ながら力を尽くして行
きたいと思いますので何卒よろしく
お願い申し上げます。
　会員の皆様、またこの一年間をお
付き合いいただいた理事・役員・委
員長の皆様、本当に有り難うござい
ました。心より感謝申し上げます。
最後に「会長にさせていただいて感
謝です。」の一言を申し述べさせてい
ただきまして、一年間の振り返りと
皆様への御礼の言葉とさせていただ
きます。有り難うございました。

　　一年間を振り返って

　　　　　　　　幹事　伊　石　佳　高

　本日何とか無事に最終例会を迎える
事が出来ました。
幹事として至らない点が多々ありまし
たが、何とか無事に最終例会を迎えら
れたのも会員の皆様のお力添えのお蔭
です。本当にありがとうございました。
藤掛会長にも公私に渡り本当にお世話
になりました。重ねて御礼申し上げま
す。有難う御座いました。
　又、本日お見えの浅草ロータリー
クラブの岩崎会長、田原幹事、IM・

浅草 RC創立 50 周年記念例会におい
て色々とお心使いを頂き誠にありが
とうございました。
　本年は何と言っても藤掛会長の掲
げられたクラブテーマ『参加し行動
しよう』が会員全員により実践され
た年だと思います。
　年度が始まり、9/11 のガバナー公
式訪問におかれまして吉田ガバナー
の意向による初めてのディスカッ
ション形式の公式訪問時も参加委員



会各委員長様の積極的なご発言、及
び積極的な会員の参加。吉田ガバナー
よりお褒めの言葉を頂きました。
　そして何と言っても昨年の 10/11、
12 の両日に行われた本年藤掛年度の
メイン行事でありました『復興市』
の実施です。まさにクラブテーマの
会員全員による『参加し行動しよう』
の見本となる行事となりました。２
日間に渡り会員各位の参加により大
成功に終わりました。特に場所を提
供頂き、又ローターアクトとの調整
をして頂きました青少年奉仕委員長
の矢野さん、全体を取り仕切り核と
なってこの行事を取り仕切って頂い
た社会奉仕委員長の上野さん、懇親
会全体をまとめ、まさに参加し行動
して頂いた親睦活動委員会の浜中さ
ん及び委員の皆様。お休みにもかか
わらず又非常に残暑厳しい折、本当
に有難うございました。
　今年の新年初例会を初めての移動
例会とし、矢野さんのご協力を得て
浅草神社正式参拝とさせていただき
ました。私自身もお恥ずかしい話で
すが浅草神社さんを初めて正式参拝
させて頂きました。新年の初例会に
おいて非常に身の引き締まる思いで
した。重ねて矢野さんありがとうご
ざいました。
　1/22、4/23 に職業奉仕委員会によ
る職場見学会において、花王石鹸東
京本社及び藤掛会長のサブテーマで
もある『100 年企業に学ぶ』と称して
福生ロータリークラブ前会長の石川
酒造様に職場見学に参りました。
　職業奉仕委員会、中村委員長・園
部副委員長、またまたその後の懇親
会を取り仕切って頂いた親睦活動委
員会の浜中委員長及び委員の皆様、
本当に楽しく有意義な時間を過ごさ

せて頂きました。有難うございました。
　それ以外にもクリスマス家族会・
葛飾東口一夕リークラブとの合同例
会・炉辺会合・等々全て会員の皆様
のご協力において成立出来たものば
かりです。
　私は 2003 年 10 月 1 日に会員であ
り大先輩の吉田さん・大塚さんにス
ポンサーになって頂きこの東京浅草
中央口一夕リークラブに入会させて
頂き今年の 10 月で早 11 年となりま
す。今まで襷掛けの委員会の仕事が
多く会長幹事の仕事というものに興
味もなく又特に希望もありませんで
した。今回、藤掛会長の緊急登板に
より幹事の大役を断りきれずに不安
の中、スタート致しました。又、緊
急登板との事で自分自身考える時間
も又家族に相談する時間もなく幹事
の大役を引き受けさせていただきま
した。今までの不勉強が崇り、何も
分からずのスタートでした。藤掛会
長、事務局の久保田さんに本当にお
世話になりました。
　本日の例会を持って幹事の大役を
終了致します。次年度より青い襷で
会員皆様の親睦活動のお手伝いをさ
せて頂きます。この 1 年幹事という
大役を通して様々な経験をさせて頂
きました。その経験を今後の活動に
生かして行きたいと思っております。
　次年度の尾泉会長・潮田幹事に心
より応援のエールを送りたいと思い
ます。微力ながら何でも協力致しま
す。どうぞお申し付け下さい。
　最後に藤掛会長、各委員会委員長
及び会員の皆様、事務局の久保田さ
ん、1年間ご指導、ご協力を頂き本当
に有難うございました。心より御礼
申し上げ私の挨拶とさせて頂きます。
ありがとうございました。

＜今週担当　浜中　清＞


