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紹介者 矢作文弘君 

来賓紹介 

☆鶴岡東ロータリークラブ 

 会員・ご家族   19名  

☆台北永東ロータリークラブ 

 会員・ご家族   26名 

☆東京江戸川中央ロータリークラブ 

 ご家族・ゲスト  12名 

                 計57名 

都政の課題 

 

紹介者 森岡 啓君 

メークアップ報告 

 定光孝義君（東京東江戸川ＲＣ） 

 田北健志君 

 （ワールド大阪ロータリーＥクラブ） 

 田村純治君（東京江戸川ＲＣ） 

 山本喜久雄君 

 （東京米山ロータリーＥクラブ2750） 

 ☆メークアップ、ありがとうございました。 

クラウドクレジット株式会社 大西志麻里氏 自由民主党・東京都議会議員 宇田川聡史氏 

 社会インパクト投資のご紹介 
～資産形成と世界貢献への結びつき～ 

創立25周年記念 

鶴岡東ＲＣ・台北永東ＲＣ 

合同例会 

日 時：Ｈ31・３・23（土） ＰＭ６：30～ 

場 所：熱海 ホテルニューアカオ 

    12階「錦松の間」 

 

【例会】18：30～        （敬称略）        

点鐘                

会長挨拶          会長 山田太熙 

来賓挨拶    鶴岡東ＲＣ 会長 斎藤憲康 

来賓挨拶   台北永東ＲＣ 会長 林正銘 

点鐘 

   

【懇親会】18：50～ 

      司会 親睦活動委員長 近藤昌之 

乾杯挨拶       パスト会長 田村純治 

歓談・お食事 

余興 ・メキシカンバンド「歌と演奏」 

   ・ボンボンブラザーズ「太神楽と曲芸」 

   ・喜多國（菊池社支朗）「津軽三味線・ 

    和太鼓の演奏と唄」 

ロータリーソング「手に手つないで」 

中締め挨拶      パスト会長 矢作文弘 

 

【二次会】21：00～  ２階「アクアマリン」 

http://www.tec-rc.jp/


Tokyo Edogawa Chuo Rotary Club  http://www.tec-rc.jp/ 

「創立25周年記念合同例会」報告 

台北永東ロータリークラブ・Ａチーム 
 

今回、台北永東ＲＣ・Ａチームに同行したのは、

森岡さん、鈴木さん（往路）、米山奨学生・ウ 

ーソン君と私、田北でした。 

定刻通りに、台北永東ＲＣメンバー21名が羽田 

空港に到着。久しぶりの再会で気持ちも昂りま

す。今回は時間がタイトな為、昼食会場の横浜

「イタリアンダイニング・カリーナ」へ。赤ワ 

インで乾杯し、久々の再会で皆、笑い声が絶え 

ない時間となりました。その後、熱海へ。ホテ 

ルニューアカオに到着。絶景の露天風呂に台北 

永東ＲＣメンバーも喜んでくれました。創立25 

周年記念合同例会も最初から最後まで有意義な 

時間となりました。 

24日（日）の朝です。昨日とは天気が一転して 

お天気に。久里浜～金谷のフェリーに乗り込み 

皆、楽しそうでした。日頃の行いが良かったの 

か、デッキでは絶景の富士山が見えて良かった 

です。台北永東ＲＣメンバーがお寺に行きたい 

と急遽、成田山新勝寺へ向かうことになり、昼 

食の時間を短縮しました。磯焼なので時間短縮 

が出来るかと思いましたが、台北永東ＲＣメン 

バーの焼き方、要領の良さにビックリしました。 

何とか時間も取れて新勝寺も行けました。御朱 

印を全員にサプライズプレゼントしました。定 

刻通り空港に到着し、別れ惜しいですが、次回 

の再会を約束して、お見送り致しました。 

今回のＭＶＰは米山奨学生・ウーソン君です。 

何から何まで完璧で、お世話になりっぱなしで 

した。トラブルもなく、充実した旅行になりま 

した。台北永東ＲＣメンバーにはちょっとハー 

ドでしたかね？ロータリーの精神で許してくれ 

ますよね！            【田北】 

皆さんから一言ひろいました 

・米山奨学生・ウーソン君 

  特に二次会が楽しかったです。日本語と台湾 

 語が半々になって、みんなで歌ってました。 

・Ｒｉｃｈｅｒ会長 

 今回の企画は評判上々で、案内をしたら申し 

 込みが殺到しました。みんなスーツにネクタ 

 イのかしこまった式典よりも、今回のような 

 企画が大好きです。 

・Ｐａｎｅｌ会員 

 山田会長、大丈夫ですか？ みんな、とても 

 心配してます。 

・ＰＰ．Ｌａｗｙｅｒ 

 いつも困るのは、皆さんから頂くたくさんの 

 お土産で、帰りのスーツケースが小さすぎる 

 ことです。 

いつもメンバー全員が外出から戻るまで、スー 

ツにネクタイでじっとロビーで待っていてくれ 

る東武トップツアーの小嶋さん。今回も夜半の 

トラブルにも関わらず、最後までお付き合い頂 

きました。また、初めて添乗の静川さんも、無 

茶なスケジュール変更にも終始笑顔で対応して 

くださり、予定通り台北へとお見送りできまし 

た。お二方の頑張りがあってこその、楽しく安 

全な旅だったと心から感謝しています。 

                 【森岡】 

台北永東ロータリークラブ・Ｂチーム 
 

Ｊｕｍｂｏ、Ｈｕｍｍｅｒ、Ｍｅｔａｌ、Ｗｈ 

ｉｔｅ、Ａｎｔｏｎｉｏ、私の６人で熱海へ向 

かいました。それほどの渋滞もなく、予定通り 

ホテルに到着。合同例会＆懇親会で皆さんと合 

流して、懇親会・２次会と大変盛り上がり、台 

北永東ＲＣ・Ｂチームメンバーも大変喜んでい 

ました。スーツでないことが非常に良かったと 

言っていただけました。また、翌朝に写真がで 

きていたことにびっくりしていて、喜んでいま 

した。Ｂチームは怪我もなく 無事に羽田空港 

までお送り致しました。少しハードでしたが、 

とても楽しい創立25周年記念となりました。 

                 【小宮】 
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鶴岡東ロータリークラブチーム 
 

第１日目 

ＪＲ小岩駅近くの柴又街道面に11時50分集合、 

12時出発でいよいよスタート。山田憲裕会員と 

今回欠席の田島会員が既に40分頃に到着し、食 

事、飲物を揃えて待機。バス45分頃に到着し、 

11時52分に全員集合し、熱海に向けて出発！ 

・実方さん、山田憲裕さん、番場さん、田村さ 

 んご夫妻、定光さんご夫妻、長谷川夫妻  

                  計９名 

・一之江駅にて、矢作さんご夫妻、福田さん、 

 山田太熙会長ご夫妻        計５名 

・羽田空港にて、近藤さんご夫妻、石原さん 

                  計３名 

13時55分に庄内空港より鶴岡東ＲＣ様のご一行 

が到着。14時15分頃、到着口にて江戸中組全員 

でお出迎え。高橋副会長ご夫妻、高野幹事、五 

十嵐さんご夫妻、渡會さんご夫妻、佐藤徹志さ 

ん、加藤さんご一家（３名）、富樫さんご夫妻、 

廣瀬さんの14名様合流。予定通り14時30分、羽 

田空港より一路熱海へ。道中変則飛び石連休と 

彼岸が重なり、大渋滞でホテルニューアカオに 

は17時20分の到着となりました。鶴岡東ＲＣの 

皆様には、まず一風呂浴びていただき、18時30 

分よりの例会への準備をお願い致しました。 

皆様には18時20分に例会場へご参集頂き、全員 

での記念撮影、そして山田太熙会長の点鐘へ。 

まず東京江戸川中央ＲＣ・山田太熙会長、鶴岡 

東ＲＣ・斎藤憲康会長、台北永東扶輪社・林会 

長（Ｒｉｃｈｅｒ）の心のこもったご挨拶に始 

まり、趣向を凝らしたアトラクションと続き、 

全員参加で鶴岡の方による指導のもと、花笠音 

頭を踊り、最後はもちろん「手に手つないで」 

で結んで一次会はお開きとなりました。続いて 

カラオケ会場アクアマリンにて、二次会の開始。 

飲んで、唄って、踊って、延々と宴は続きまし 

た。この後の事は小生爆睡の為、感知できませ 

んでした。 

第２日目 

24日（土）、前日と打って変わって快晴。15階 

の眺望風呂からは、初島ばかりか大島をはじめ 

利島等を眺められる素晴らしい景色にウットリ、

ニッコリ。素晴らしい一日を予感させる朝とな 

りました。朝食を済ませ、各チームロビーに９ 

時集合で記念撮影、再会を約束し合い、台湾チ 

ームと朝から別行動の皆様とはここでお別れに 

なりました。 

２日目観光参加メンバーは、 

・鶴岡東ロータリークラブ 

 斎藤憲康会長ご夫妻、高橋副会長ご夫妻、高 

 野幹事、渡曾さんご夫妻、廣瀬さん、五十嵐 

 さんご夫妻、佐藤徹志さん（米山梅吉記念館 

 迄）               計11名 

・東京江戸川中央ロータリークラブ 

 山田太熙会長ご夫妻、田村さんご夫妻、近藤 

 さん、福田さん、実方さん、山田憲裕さん、 

 番場さん、大澤さんご一家（４名）、定光さ 

 んご夫妻、石原さん、長谷川夫妻  計18名 

総勢29名でバスは一路米山梅吉記念館へ。初め 

て訪れた方も多く、女性職員の名ガイドでロー 

タリー米山への知識もより一層アップ！中身の 

濃い見学でした。また、車中よりだんだん大き 

くなる富士山は青空に映え、これぞ絶景と皆様 

大変喜んでいただきました。ここで鶴岡東ＲＣ 

の佐藤徹志さんとはお別れです。本日第２の訪 

問先は、世界遺産の韮山反射炉の見学です。明 

治日本の産業革命遺産と云う事で、30数年前に 

訪れた小生にとっては別天地でした。ここでボ 

ランティアの名ガイドさんが解説して下さり、 

予定時間を大幅オーバー！遅れての昼食タイム 

となりました。メインは牛、豚、鳥の焼肉と、 

さらに伊豆名物鯵の干物も各自一匹。食べ応え 

のある昼食に地ビールも相まって、楽しい美味 

しい昼食タイムでした。ここで新幹線でお帰り 

の斎藤憲康会長ご夫妻とお別れです。そして第 

３の訪問先、三島スカイウォークへ立ち寄り予 

定が、途中の大渋滞のため中止し、沼津の干物 

センターでお土産の買い物タイムと致しました。 

予定狂いの第２日行程でしたが、なんとか18時 

05分に羽田空港に鶴岡東ＲＣの皆様をお送りす 

ることができました。大型バスで駐車場も確保 

できず、下車してのお見送りになってしまった 

事、誠に残念の極み！友好クラブ・鶴岡東ＲＣ 

担当として、反省ばかりでございました。慌し 

く過ぎた２日間でありましたが、趣の違った味 

わいのある記念例会が出来たかな？と思う反面、 

行き届かぬ反省点の多い記念行事となってしま 

いました。           【長谷川】 
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ありがとうございました！変わった周年行事、 

なかなか良かったですよね。楽しかったし。お 

疲れさまでした。米山記念館もとても良かった 

です。（ＬＩＮＥより）       【田村】 

東京江戸川中央ＲＣ・創立25周年の節目の例会 

に参加出来た事を大変光栄に思っております。 

今回例会を成功させたのは、長谷川プログラム 

委員長、近藤親睦委員長、小宮職業奉仕委員長 

（※）、また幹事の皆様の尽力のお陰だと思い 

ます。本当にお疲れ様でした。 

３つのロータリークラブが一緒に宿泊する経験 

はなかなかありませんし、私にとっても初めて 

の経験でとても刺激がある有意義な時間でした。 

次回は少しでも協力出来る様に務めて参ります。 

最後に山田太熙会長、本当にご苦労様でした。 

途中色々とありましたが、盛り上げ役からゲス 

トの皆様への挨拶まで、終始素晴らしい気遣い 

だったと思います。 

来年は台北永東ＲＣ様と姉妹クラブ締結20年に 

なります。是非、皆様で台湾例会に参加して、 

交流を深めて行きましょう！    【番場】 

 

※今回、小宮さんは周年実行委員長でした。 

                 （森岡) 

３月23日（土）、東京江戸川中央ＲＣの創立25 

周年記念例会・懇親会が、熱海の「ホテルニュ 

ーアカオ」にて開催されました。 

当クラブの会員はもちろん、友好クラブである 

鶴岡東ＲＣ、姉妹クラブである台北永東ＲＣか 

らも多数の参加者にお越しいただき、非常に盛 

大な会となりました。私としては、初めて鶴岡 

東ＲＣや台北永東ＲＣの皆様と接する機会にな 

りましたが、とても気さくな方々ばかりで、親 

切にしていただき、あらためて、ロータリーの 

繋がりは素晴らしいなと感じることができまし 

た。台湾の方々とのお酒が楽しくて、翌朝は若 

干二日酔い気味でしたが（笑）。 

翌24日（日）は、当クラブの会員と鶴岡東ＲＣ 

の皆様と一緒に観光ができ（米山梅吉記念館、 

韮山反射炉）、これまた良い思い出を作ること 

ができました。今回、私は妻と２人の娘（４歳、

２歳）を連れて行きましたが、家族も楽しんで 

くれたようです。皆様には、騒がしい子供達を 

いつも温かい目で見ていただき、本当に感謝し 

ております。また、行きはバスでの同行をお願 

いしていたのに、直前に電車での直行に変更す 

るなど、ご迷惑をおかけしたこと、お詫び申し 

上げます。 

今後も積極的に当クラブの活動に参加するとと 

もに、友好クラブ、姉妹クラブとの交流も深め 

ていきたいと考えておりますので、何卒ご指導 

の程よろしくお願い致します。最後に、山田会 

長はじめ、創立25周年記念合同例会・懇親会の 

開催に向け、設営・手配等にご尽力いただいた 

会員の皆様、本当にありがとうございました。 

                 【大澤】 
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「いつもと違う」という感じで始まった江戸中 

25周年懇親会 ｂｙ熱海ニューアカオ。それは 

台湾組と鶴岡組が違うバスで熱海へ。懇親会の 

上で初めて遭遇という訳で、違う空気が２つ混 

じった感じで始まった懇親会。 

親睦委員長司会と言われて、そういえば親睦委 

員長だったことを思い出し、司会をするとかし 

ないとか理事会の席で上の空で聞いていたよう 

な、聞いていないような。そんな始まりは懇親 

会全体での始まりでもありました。 

昔のニューは今のニューじゃないんだね、オー 

ルドアカオ。場末感いっぱいのコンパニオンが 

混じっても、台湾がおとなしい。台湾だけでつ 

るんでいる。これはまずいんじゃないか？宴会 

はオールドアカオの雰囲気そのままにメキシカ 

ンバンドがむなしく音楽を奏でる。手拍子を強 

要するも乗らず無残。 

次の出番はボンボンブラザーズ。パフォーマー 

という表現を使っちゃいけないお年寄り２人の 

曲芸師。誰でも出来る曲芸を無言で繰り返すお 

２人。あまりのつまらなさに、徐々に引き込ま 

れる皆さん。これって、もしかしてつまらない 

芸なの？すごい。 

次を飾るのは津軽三味線と民謡ショー。出身は 

と聞けば横手と。なんだ、秋田じゃないか。三 

味線や太鼓、踊りも入るが今一か？と思ってい 

た矢先。山形民謡「花笠音頭」の登場です。山 

形だし、鶴岡踊らないわけにゃいかんでしょう 

と、言い出すまでもなく、鶴岡東・台北永東・ 

江戸中一体となった踊りが始まったんです。す 

ごいね。さすが世界のロータリアン。世界平和 

は民謡踊りだね。いや訂正「花笠音頭」です。 

気が付けば「手に手つないで」、もう終わっち 

ゃうの声もあちこちで。江戸中の25周年良かっ 

たねの声多数。鶴岡東・台北永東ありがとう。 

友情は永遠だ。 

その勢いで二次会に突入。歌え・踊れ秩序なき 

楽しさ渦巻く二次会会場。飲み放題出入り自由 

の極楽鳥。鶴岡東・台北永東・江戸中一体とな 

って通じているのか通じていないのか？よくわ 

からないハードコミニュケーションの連続。も 

う訳が分からなくなってきたその頃、自滅する 

メンバーもちらほら。過日の大反省もあるし、 

おもてなしとしての25周年。最後もきめたかっ 

たね。酒の飲み方覚えよう江戸中。 

そんな硬い友情を築いた25周年記念懇親会。ち 

ょびっと未来に向けての反省江戸中。いずれに 

しても江戸中らしい25周年記念懇親会ではあり 

ました。オールドアカオのお風呂から見えた大 

島が最高であったことも25周年に花を添えまし 

た。鶴岡東・台北永東・江戸中大好き。ブラボ 

ー！               【近藤】 
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鶴岡東ＲＣ・斎藤憲康会長より御礼状をいただきました 

先日は東京江戸川中央ＲＣ・創立25周年の合同例会にお招きいただき、非常に楽しい時間を過ごさせ

ていただきました。誠にありがとうございます。翌日の観光も、米山梅吉記念館や韮山の反射炉な

ど、普段はなかなか行けない場所を観光させていただき、非常に勉強になり、又楽しい時間を過ごさ

せていただきました。熱海のホテルは非常に景色が良いところで、露天風呂からは確かに水平線がみ

え、浴槽がそのまま海に続いているような錯覚にとらわれる、今まで経験したことのないホテルでし

た。天気も良く初島、大島が見えることは滅多にないとのことで、ラッキーでした。まず、合同例会

では台北永東扶輪社の皆様の参加者の多いことにビックリし、またそのノリの良いことにも驚嘆しま

した。あの東京江戸川中央ＲＣの皆様の明るい雰囲気は、台北永東扶輪社の皆様とのお付き合いの賜

かとも思われました。以前に創立20周年の時も台北永東扶輪社の皆様の参加もあったと思いますが、

今回はそれ以上でしたね。挨拶で述べました東京江戸川中央ＲＣの「居心地の良さ」の伝統はこれか

らも続いて行くんだろうなと確信した夜でもありました。二次会のカラオケも、みんなノリノリで本

当に楽しかったです。鶴岡東ＲＣの奥様方の参加がなかったのは、私の二次会への参加時間が少し遅

れてしまったためで、申し訳ありませんでした。私の妻も会場には行ったのですが、鶴岡東ＲＣの奥

様方の参加者が一人もいなかったものですから、そのまま失礼してしまいました。鶴岡東ＲＣの奥様

達もそのような経過で参加されなかった方も何人かいらっしゃったとお聞きしております。 

また事前にお送りしたお土産は好評とのことで、一安心いたしました。とくに「だだちゃ豆ご飯の

素」が良かったとのこと、今後の参考にさせて頂きます。それにしても「蔵王クリームチーズの粕

漬」はもう少し上位に来るかと思ったのですが、やはり味が斬新すぎたでしょうか？ 

翌日の観光も、まず富士山の美しさに驚嘆しました。なかなかあれだけ間近で美しい富士を見れる機

会はないのではないかとありがたかったです。私達夫婦はＪＲで名古屋、倉敷に行った帰りに合同例

会に参加させて頂きましたが、往復とも富士山の姿は全く見ることができませんでした。今回は富士

を眺めるのは無理かなと思っていたところでしたので、本当にうれしかったです。昼食も一見非常に

量が多く、それこそ雪見例会の再現かと思われましたが、デザートまでしっかり完食させていただき

ましたし、ビールもおいしかったですね。そのためかほろ酔いで、バスにザックを忘れてしまい、皆

様には最後の最後までご迷惑をおかけしました。お写真も大部多くありますので、ＣＤに焼いてお送

りします。必要枚数をお知らせ下さい。 

台北永東扶輪社の会員の皆様にはバナーも持って行かず、またお土産も用意していきませんでしたの

で、本当に失礼致しました。近々、お礼状と、バナーと、何か記念になるものをお送りしたいのです

が、何を送ったら良いのか判りません。もしできましたらお知恵をお貸し下さい。 

また、近々お会いできることを楽しみにしております。今回の合同例会は本当にお世話になりまし

た。 

ＰＳ 本来は写真も添えて礼状をお送りすれば良いのですが、まだザックが届いておりませんので、

木曜日の例会（休会かもしれませんが）に間に合うように、まず御礼のみで失礼します。 
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