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本日の卓話

新会長・新幹事就任挨拶
	 	 	 潮田新会長・矢野新幹事
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　2019ー2020年度テーマ

R . I . テ ー マ	 「ロータリーは世界をつなぐ」
	 	 R . I . 会 長	 マーク・ダニエル・マローニー
	 	 地区ガバナー	 新 本 博 司
クラブテーマ	 「『温故知新』ロータリーを学びましょう。そして、美しいクラブ ’浅草中央’の実現を！」	
	 	 クラブ会長	 潮 田 幸 一

今後の卓話予定

７/10	 クラブ協議会　本年度事業計画発表
７/17	 ガバナー公式訪問	
７/24	 定款休会	

	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

	 51 名	 0 名	 9 名	 35 名	 9 名	 79.55％	 1581 回例会修正　出席率 91.84％

前回（6/26　1583 回例会）の記録

◆ゲスト 1名 米山留学生　フセイン	様
◆ビジター 0名 

幹事報告＜斎藤幹事＞
・元会員、松﨑文郎様が6月22日にご逝去さ
れました。会員メールにて「訃報」を配信
いたしました。

・「日本のロータリー 100 周年記念ピンバッ

ジ」の頒布について、ご協力のお願いに関
するお知らせを会員メールにて配信いたし
ました。

・本日、第12回理事・役員会議事録を配信い
たしましたので、ご覧下さい。

　７月結婚記念日	 　　　　		17日（14周年） 吉沼ご夫妻

7月お誕生日祝 　　　　　　　18 日（44 才）吉沼隆秀君
　　　　　　　 　　　　　　　22 日（56 才）潮田幸一君

年間100％出席 　　藤 掛 靖 元 君　11回　　中 村 義 英 君　28回



ニコニコボックス

＜東京浅草R.C.　坂　真太郎 様＞

・第40回「台東薪能」のご案内をさせて頂き

ます。関係者・地域の皆様の御力添えのお

かげにて、早いもので四十周年という大き

な節目を迎えることが出来ました。記念会

にふさわしいおめでたい演目を揃えました

ので、皆様お誘い合わせの上、ご来場頂け

ます様お願い申し上げます。

＜浜中会長、斎藤幹事＞

・皆様、一年間お世話になりありがとうござ

いました。

＜長沼、天笠、吉沼、澤野、立野、丸岡、古谷、

髙木、磯本、後上、上野、大塚、伊石、本間、

伊藤、関根、長島、太田、尾泉、江連、中村、

海内、河村、佐藤、宮村、岩戸、上原、原田、

矢野、山尾、松丸、藤掛、渡辺、潮田、松本＞

・浜中会長、斎藤幹事、一年間ありがとうご

ざいました。

＜職業奉仕委員会一同（丸岡、中村、尾泉）＞

・一年間ありがとうございました。何も出来

ませんでしたが、来年度の後上委員長のご

活躍をお祈り申し上げます。

＜本年度社会奉仕委員会（上野、河村、矢野、

長沼、松丸）＞

・一年間（特にフラフェス）ご協力ありがと

うございました。残り事業の東北旅行もよ

ろしくお願いいたします。

＜上原、岩戸、長島、小林（雅）、太田＞

・一年間協力いただき、ありがとうございま

した。国際奉仕委員会。

＜親睦・出席委員会一同（片岡、丸岡、髙木、

澤野、松丸、古谷、岩田、宮崎）＞

・一年間ご協力頂き誠にありがとうございま

した。

＜ロータリー情報委員会（山尾、渡辺、田村）＞

・今年度は新会員の増加に伴い、やりがいの

ある年でした。新会員の皆様、今後共楽し

くやりましょう。

＜プログラム委員会一同＞

・一年間ありがとうございました。

＜SAA委員会一同（吉沼、佐藤、大泉、伊石、本間、

立野、伊藤、関根、江連、内田、常見、鵜原）＞

・一年間ご協力頂きありがとうございました。

＜丸岡＞

・先週の委員会報告に於きましては、職業奉

仕委員の発表を、斎藤幹事様に実施して頂

きました事を、心より感謝申し上げます。

ありがとうございました。

＜河村＞

・先日はありがとうございました。釣銭が無

く、代わりに多分のご寄付を頂き感謝申し

上げます。

委員会報告

＜次年度幹事＞
・RI規定審議会が開催され、例会出席の

メーキャップ期がその期の年度末迄と変更
されました。但し、当クラブにおいては従
来通り前後２週間での出席率計算を原則と

し、年度末に改めて集計を行う流れにさせ
て頂きます。正式には７月第１回理事・役
員会に協議・決議致します。

＜ゴルフ同好会　吉沼会員＞
・８月・９月の開場が決定しましたので、出

欠表を回します。奮ってご参加下さい。



卓　　話

会長・幹事挨拶「１年を振り返って」

会長　浜　中　　　清

　１年間、ありがとうございました。又、経験浅く未熟な会長で各委員会の皆
様にはご迷惑をお掛け致しました事、お詫び申し上げます。
私自身が、会長職を一年間務めさせて頂きました感想を申しますと、非常に楽
しかったと感じております。他に感じたことはなかった訳ではありませんが１
番に感じたことが楽しかった１年でした。
　どの様な楽しさがあったかといえば、まずは、どの委員会の方たちとも接点
を持つ事が出来たことです。個別にお付き合い頂いてます会員の方以外とはな
かなか近しくできる機会も多くはないですが、その点会長職はどこの委員会と
も接触が出来ますので、私の場合は２年続けてこの機会を頂くことが出来まし
た。他には、分区の会長会でのテーブルディスカッションでの話題。いろいろ
各クラブでの愚痴等が出ていましたが、多くは、クラブ内の派閥、長老メンバー
のわがまま等、又、メンバーの減少、増強目標の未達成など、現在の我クラブ
ではどの項目も無い悩みです。テーブル内で話し合いますと、普通に話をして
いても羨ましがられました。本当に中央 RC は良いメンバーが揃っていること
に感謝でした。また、この時期に会長職を務めることが出来、幸運でした。
また、外部で浅草中央RCの会長職を知られると、相手方よりの見方、対応が違っ
てきました。私の実態を知っている方はほとんどいませんので。大変心地の良
いものでした。
　一生に一回の事を考えれば、若いメンバーの方も、数年後は私も、と目標に考
えてみる事も良い事かもしれません。その為には、まずは、各委員会の仕事を一
生懸命に勉強して下さい。そして多くの委員会の仕事内容を早く覚えて下さい。
我クラブの先輩方々は、分からないことは全て教えて下さいます。今後は各委
員会の委員長職への立候補も、会長候補の方にお願いをする事も考えて良いか
もしれません。是非、その後に会計職、幹事職、会長職を目標に頑張って頂き
たいと思います。
　実は、以前少しお話致しましたが、私は会長候補ではありませんでした。前
年に幹事だった為に会長推薦委員会のメンバーだったにすぎません。この年度
はたまたま、候補の方に所要が重なり、会長が決まりませんでした。その様な
状況でしたので、私の記憶では中村会員、斎藤現幹事が、決まらない場合は幹
事の浜中君が会長やらねば仕方ないね。との言葉に当時では私にとってとても
怖い思いを致しました。その際には、友人の渡辺会員までが私が幹事役を務め
るので、会長職を受けたら如何？等の意見が出て私は大変追い込まれた状況に
なったことを覚えております。最後には、中村会員、斎藤会員より私がついて
いるから、大丈夫ですよとの励ましと圧力を頂き、更には、幹事役は「私が務め
ます。」との斎藤会員の言葉にて引き受けの決心をした事を思い出します。（とい



＜今週担当　河村英朗＞

幹事　斎　藤　彰　悟

　初めに、会員の皆様と事務局久保田さんへ、幹事として無理なお願いをしたこ
とが多々あったことへのお詫びと、協力への御礼を申し上げます。
また、私にとっては 3 年前 2015 ～ 16 山尾会長年度以来 2 度目の幹事でした。と
ころで、先程浜中会長より会長職を引き受けた経緯についてお話がありましたが、
私が幹事役を買って出たのはまさしく浜中会長の火中の栗を拾う心意気、人柄に
感銘したのであり、更に中村会員の暖かいアドバイスもあり、「決して心配からの
引き受け」ではありませんので、会員の皆様、誤解無きようお願いします。
　今年度の事業については、各委員会とも概ね計画通り実行していただき、成果
を残すことが出来ました。特に会員増強につきましては、浜中会長、潮田委員長
が中心となり、多くの会員の協力により、46 名→ 51 名と 5 名増強を達成出来ま
した。要因は何点かありますが、山尾会長年度に始めて 3 年委員会として立ちあ
げた「活性化委員会」の提言を実践するにあたり原動力になったのは、チャーター
メンバー、先輩会員の若い会員への良き理解があったからです。
　最後になりますが、幹事として大変充実した 1 年間を送ることが出来ましたは
皆様の協力のおかげで、改めて感謝を申し上げ、次年度潮田会長・矢野幹事の活
躍を期待し、挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。

うよりは、逃げられない状況でした。）当時は、お二人には大変な役職を仰せつ
かってしまったと思っておりました。その事につき、今は、深く、深くお詫び申
し上げ、又、深く、深く感謝いたしております。私のような者が経験でいない事
をやらせて頂きました。また、斎藤会員は幹事役まで、背負って頂きました。（心
配からの引き受けとは思いましたが、前年の私の幹事の時も多くの事でお世話
になりました。）私がこの様に楽しく会長職を全う？出来たのも斎藤幹事のお
かげです。本当にありがとうございました。
　最後の楽しかった思い出は、フラフェスですね。前年度は田村前会長の下で
幹事をしていましたので、忙しく、時間の余裕もなく、あわただしく動いてお
りました。また、田村前会長がフラガールの真中で、楽しそうにしている写真
を何枚も撮っていたことが記憶に残っておりました。今期は、私に順番が回っ
てきました。孫のような子供たちでとてもかわいかったですね。田村前会長と
の違いは、私は、皆の真中に入りきれず、端で写真を何枚かとりました。とて
も、若いエネルギーを感じられました。継続事業としてこれからも長く続けら
れる事を希望致します。
　私の中央 RC の活動はまだありますが、今後は皆様の裏方として頑張ってい
こうと思っております。どうぞよろしくお願い致します。
１年間、本当にありがとうございました。


