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今後の例会（卓話）予定

7/ ８		 クラブ協議会
7/15	 	 ガバナー公式訪問
7/22	 	 休会　振替休日
7/29	 	 イニシエーションスピーチ	 佐藤　学会員、髙橋　通会員

会長挨拶＜潮田会長＞

・本日は「本年度最終例会」です。

　約４ヶ月ぶりの通常例会再会となります。

嬉しいです！ コロナ対策は充分に講じて

　2020ー2021年度テーマ

R . I . テ ー マ	 「ロータリーは機会の扉を開く」
	 	 R . I . 会 長	 ホルガー・クナーク
	 	 地区ガバナー	 野生司 義 光
クラブテーマ	 「一期一会、〜いまこの瞬間を大切にし、最善を尽くそう〜」	
	 	 クラブ会長	 岩 田 幸 一

	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   45 名  100％ 

前回（6/24　1623 回例会）の記録

◆ゲスト 6名 鹿島菊乃 様
  東京浅草ロータリークラブ　宮本卯之助 様、冨井征也 様、井上 浩 様、向井 聡 様  
  米山奨学生　フセイン・アルアムティ 様
◆ビジター 0名

おりますが、皆さん気を緩めることなく、

例会を楽しんで下さい。１年間ありがとう

ございました。

幹事報告＜土師幹事＞

最後の幹事報告となります。

①先ずはお詫びとなりますが、今週発行の週

報の例会数に誤記がありました。1610例会

とありますが、1623例会が正しい回数で

す。私の確認不足で大変失礼致しました。

②故小林博さんの御令嬢の御主人である、

五十嵐拓真氏の入会申込がございました。

7月お誕生日祝 ４ 日 （53 才） 佐藤　学君 18 日 （45 才） 吉沼隆秀君
 22 日 （57 才） 潮田幸一君 31 日 （69 才） 髙橋　通君

年間100％出席 　　藤 掛 靖 元 君　12回　　伊 藤 政 則 君　１回
 　　宮 崎 守 弘 君　１回　　中 村 義 英 君　29回



委員会報告

＜青少年奉仕・ローターアクト委員会　常見委員長＞

・今月28日にローターアクト最終例会があり

ます。既にご案内してますが、本日締切と

なります。１年間活動に御協力頂きありが

とうございました。

＜ゴルフ同好会　委員長代理　丸岡久芳＞

・７月と８月のご案内をさせて頂きます。

　７月９日　PGM総成

　８月20日　日光CC

　出欠のご確認をお願いいたします。

＜次年度親睦・出席委員会　片岡委員長＞

・６月29日（月）18：00より、新旧親睦・出

席委員会の引継ぎ会を行います。新旧委員

の方はご参集下さい。

＜次年度吉沼幹事＞

・例会終了後、臨時被選理事役員会を行いま

す。該当者の方は御出席をお願い致します。

　来週よりいよいよ次年度が始まります。今

日の様な形で例会を毎週開催しますので、

宜しくお願い致します。

＜次年度青少年奉仕・ローターアクト委員会　本間委員長＞

・７月11日（土）に池袋としま区民センター

“Hareza池袋”にて地区献血を行います。

〆切は本日となりますので、皆様ご出席

下さい。

既にメンバーの皆様にはMLにて回覧して

おりますが、ご異議ある方は6月26日13時

迄に幹事宛にお知らせ願います。

③残念なお知らせとなりますが、尾泉会員

が一身上の都合で6月30日を以ちまして退

会となります。潮田会長やご関係の方が

留意されましたが、ご本人のたっての希

望で受理する事になりました。

④3月31日迄、米山奨学生のカウンセラー

を務めてくださった古谷会員に、米山奨

学会より感謝状が届きました。4月1日か

らは髙木会員にカウンセラーをお引き受

け頂いており、同じく委嘱状が届いてい

ます。それぞれにお渡しさせて頂きまし

た。

⑤新型コロナウィルス感染症への支援活動

として特別養護老人ホームへマスク・アル

コール消毒液の寄贈を行いました。6月8日

には区役所を訪ね、服部区長より感謝状が

贈呈されました。（感謝状回示）

⑥理事・役員会で承認を頂き皆様にもMLに

て既にお伝えしております、3月より臨時

休会となりましたその間に該当する例会運

営費の返金方法について、前述支援活動の

各自分担金10,000円を差し引いた額を、次

年度上半期の年会費より差し引かせて頂き

ます。詳細な金額については追ってお知ら

せ致します。

⑦各ロータリークラブより例会開催に関する

案内が届いています。必要な方はクラブ事

務所でご確認ください。



ニコニコボックス

＜東京浅草 RC　冨井征也様＞

・潮田君、軽井沢での貴君の別荘の設計は私

の建築家人生でも思い出に残る仕事です。

夢を共有出来てありがとう。

＜明治大学 OB 同窓一同　宮本、冨井、井上、向井、浅草乃り江＞

・潮田会長、一年間お疲れ様でした。これか

らは、校友会活動宜しくお願い致します。

＜潮田、土師＞

・メンバー、また御関係の皆様、一年間大変

お世話になりました。何とか最終例会が開

催でき、これまで支えて下さった皆様に心

より感謝申し上げます。今は清々しさでい

っぱいです。

＜天笠、松丸、佐藤、桜井、浜中、片岡、古谷、

海内、岩戸、丸岡、上野、大塚、小林、宮村、

原田、立野、山尾、岩田、伊石、大塚、江連、

吉沼、上原、常見、河村、磯本、斎藤、鵜原、

内田、坂本、松本、伊藤、藤掛＞

・本年度最終例会！　潮田会長・土師幹事、

一年間、大変お疲れ様でした。次年度地区

大会ホスト頑張りましょう！

＜海内、上野、土師、山尾、本間＞

・スーパーコンピューター「富
ふ

嶽
がく

」性能世

界一おめでとうとざいます。

＜大塚、土師、山尾、斎藤、加藤＞

・打倒！ 新型コロナウイルス！ 行動を変

え、考え方を変えて、この危機を乗り越

えよう！

＜吉沼＞

・先日のゴルフ同好会有志コンペにて優勝

いたしました。前半42からの後半54で、

崖の上から転落しましたが、80台の夢が

見れたので良かったです。

＜丸岡＞

・１年間ありがとうございました。来期も

会計へのご協力をお願い申し上げます。

＜岩戸、上野、松丸、関根、佐藤、髙木、澤野＞

・１年間、ご協力ありがとうございました。

　（SAA一同）

＜社会奉仕委員会＞

・１年間、社会奉仕委員会ありがとうござ

いました。

＜後上＞

・この４月で㈱ゴガミは創業100周年を迎え

ました。今後とも宜しくお願いします。

＜宮村＞

・後上さん、創立100周年おめでとうござい

ます。今後もがんばって下さい。

＜宮村＞

・結婚記念日に花束を戴きまして誠に有難

うございました。57回になります。すべ

て女房のおかげです。

＜上野＞

・結婚記念日に花束を戴きまして誠に有難

うございました。

＜澤野、髙木＞

・お誕生日のお祝いをして戴き、有難うご

ざいました。

・結婚記念日に花束を戴きまして誠に有難

うございました。

＜丸岡、常見、内田、加藤、河村、上原＞

・お誕生日のお祝いをして戴き、有難うご

ざいました。



卓　　話

会長・幹事挨拶「１年を振り返って」

会長　潮　田　幸　一

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！」

平成から令和へと新時代を迎えた本年度、当クラブとしては、ロータリーに於い
て、故（ふる）きを温（たず）ねて新しきを知る　必要があると思いました。
ロータリーを学ぶことで、全員が関心を持つ、より深い親睦が育まれたと思いま
す。令和「人々が美しく心を寄せ合う中で文化が生まれ育つ」にも通じますが、
美しい調和のとれたクラブの実現を目指し活動してまいりました。

本年度も「フラフェス in 浅草」を開催し、現地高校生の復興活動の場をクラブ
として提供し、東日本大震災を風化させない活動を継続してまいりました。

ローターアクトを支援するとともに、交流を図ってまいりました。（合同夜間例
会は、コロナの影響で中止といたしました。）

会員の増強を継続して行ってきましたが、増減０に終わりました。

沖縄地区大会に、大勢の会員で参加し、地区テーマである「平和で明るい未来」
を体感してまいりました。

新型コロナウイルス感染症の支援事業として、台東区高齢福祉課を通じ特別養護
老人ホームに「マスク」と「アルコール消毒液」を寄贈させていただきました。

１年間、ありがとうございました。



＜今週担当　立野秀一️＞

幹事　土　師　幸　士

この一年間、皆様には大変お世話になりました。
3 月からはコロナ禍により例会が臨時休会となりましたので、皆様とこうしてお
目に掛かれる場は、私事ではございますが 2 月 24 日に催しました小職の宮司就
任披露以来であり、それがこの最終例会で適い大変嬉しく思っております。
私自身、ロータリーに詳しい訳でも無く、この幹事という大役を務める中におい
ては、潮田会長に様々な面で助けて頂きました。当初この役を依頼された時は（甘
い言葉と）軽い気持ちで受けてしまった経緯もあり、もっと事前に準備を整え勉
強してから望めば良かったと不完全燃焼の感は否めず、その点は今でも後悔して
います。
メンバーの皆様は元より、特に潮田会長はじめ理事・役員の皆様には常に助けら
れながら本年度を乗り切る事ができましたが、頼りない幹事であった為に様々な
面で御迷惑ばかりをお掛けしたかと思います。
会長の暖かくも細かな指示・指導の下に幹事を務めさせて頂き、筋を通して理論
整然とクラブを運営していく手法の大切さを学び、自分自身改めてロータリーク
ラブを、そしてロータリアンについて見つめ直す良い機会となりました。この経
験を今後のロータリー活動に役立たせたいと思います。
このコロナ禍においては、例会が臨時休会となる事に多少の安堵感がありました
が、それが 1 ヶ月・2 ヶ月と続いていくと寂しさを感じるようになりました。そ
んな中ではありましたが、オンラインでの会議や例会の開催を含め、クラブの新
しい運営方法を試す事が適いました。今後どの様な社会状況が訪れるかは分かり
ませんが、本年度に取り組んだ様々な対策が、その時々の試金石になればと考え
ています。

（挨拶では申し上げていませんが）例会中に 100％の表彰を頂いたところで、こ
のクラブに入会して 20 年の月日が経った事を思い出しました。その節目の年に
幹事の大役を終えられる事に感慨深さも感じております。
会長の名前は幸一で、私の名前が幸士で、“幸”が 2 つ重なります。そして岩田
次年度会長も幸一であり、このロータリー活動を通して皆様に多くの“幸”が引
き継がれていけば幸いです。
最後となりますが、ご関係の皆様に心からの感謝をお伝え申し上げ、幹事退任の
挨拶に代えさせて頂きます。
皆様、一年間本当にありがとうございました。


