
 ６月２７日例会報告   

点 鐘 

ロータリーソング 「日も風も星も」 

出席報告 

会員数 出 席 出席率 6月6日訂正出席率 

21名 19名 95.00％ 100％ 

Ｎｏ．１  第１１２３回例会   ２０１９年（令和元年）７月４日           

 
 

  

 

 

  

 

  

 

第１回クラブフォーラム 

    （クラブ奉仕） 
会 長 池田正孝君 

副会長 矢作文弘君 

メークアップ報告 

 大澤一隆君 

 （東京米山ロータリーＥクラブ2750） 

 田北健志君 

 （東京米山ロータリーＥクラブ2750） 

 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。 

幹 事 長谷川 隆君  

三役就任挨拶  

来賓紹介 

☆ゲスト ６名 

 近藤由起氏（近藤会員令夫人） 

 田村佳子氏（田村会員令夫人） 

 長谷川恵子氏（長谷川会員令夫人） 

 皆川孝子氏（皆川会員令夫人） 

 山田麻緒氏（山田太熙会員令夫人） 

 渡辺由美氏（渡辺会員令夫人）   計６名 

幹事報告 

・「新旧理事引継ぎ式」について 

 ７月４日（木） ＰＭ12：15～（例会前） 

 ☆余裕を持ってお集まりください。 

・「活動実績報告書」について 

 未提出の委員長は、本日例会終了時までに、 

 幹事へご提出ください。 

会長報告 

・鶴岡東ＲＣ会長・斎藤憲康氏より、サクラン 

 ボをいただきました。本日お出ししましたの 

 で、お召し上がりください。 

・今月のお祝い 
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   ☆ 会 長・池田正孝   ☆ 会報委員会・森岡 啓・田島 泰 

   ☆ 副会長・矢作文弘   ☆ 事務局・〒136-0071 東京都江東区亀戸1-43-22 アンフェリシオン内       

   ☆ 幹 事・長谷川 隆        ＴＥＬ：04-2946-9824  ＦＡＸ：04-2946-9825 

＜次年度幹事＞ 

・「第１回定例理事会」について 

 ７月４日（木）例会終了後 

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


 本日の卓話は、会長・山田太熙君、副会長・ 

池田正孝君、幹事・鈴木雅貴君による「三役退 

任挨拶」でした。 

  

６月の友愛コーナー ￥   1,700 

本日入金 ￥     44,000 

累計 ￥ 1,234,096 

基金累計 ￥ 5,927,837 

会長・山田太熙君 
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 卓 話 

池田君、大澤君、小宮君、近藤君、実方君、 

鈴木君、田北君、田島君、番場君、福田君、 

皆川君、矢作君、山田憲裕君、山本君、 

渡辺君・・・①② 

委員会報告 

＜社会奉仕委員会＞ 

・「ロータリー希望の風奨学金」協力の御礼と 

 報告 

 皆様からの 195,000円を送金しました。 

＜友好姉妹クラブ委員会＞ 

・「ワイキキＲＣ・創立80周年記念式典」の御 

 礼と報告（６月21日開催） 

  ①山田・鈴木年度、お疲れ様でした。  

   楽しかったよ！ 

  ②田村次年度ガバナー補佐、 

   皆川次年度分区幹事、 

   次年度、よろしくお願い致します！ 

本日のニコニコ情報 

＜職業奉仕委員会＞ 

・「四つのテスト」唱和 

＜次年度ＳＡＡ委員会＞ 

・「次年度ＲＩ会長テーマ・クラブ会長テーマ 

 パネル作成」協力のお願い 

 ６月29日（土） ＰＭ３：00～ 

 於：池田ビル 

＜次年度親睦活動委員会＞ 

・「暑気払い例会」参加のお願い 

 ７月25日（木） 

 ＰＭ５：30集合 ＰＭ６：00出船 

 於：たかはし丸（小岩大橋） 

田村君： 山田会長、鈴木幹事、お疲れ様

でした。次年度は頑張りますの

で、皆様どうぞよろしく！ 

長谷川君： 山田会長、鈴木幹事、本当に本

当にご苦労様でした。近々に鈴

木会長、山田幹事でいかが？ 

山田太熙君： 皆様、１年間この頼りない会長

を支えていただき、本当にあり

がとうございました。  

           計18名 

・「第１回クラブフォーラム（クラブ奉仕）」 

 について 

 ７月11日（木） ＰＭ１：10～ 

 ☆例会に引き続き開催しますので、全員の出 

  席をお願いします。 

・７月２日（火）、「東京東江戸川ＲＣ・初例 

 会」に、池田会員（次年度会長）、矢作会員 

 （次年度副会長）、長谷川会員（次年度幹事） 

 が出席します。 副会長・池田正孝君 

幹事・鈴木雅貴君 
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就任のご挨拶 
 

    会 長  池 田 正 孝 

就任のご挨拶 
 

    副 会 長  矢 作 文 弘  

 当初、田村副会長でスタートしたところ、突 

然田村氏に東分区ガバナー補佐の指名があり、 

副会長が空白となりました。その後、渡辺副会 

長となり、進行していましたが、先月になり、 

渡辺氏の仕事の都合で九州に行かれるとのこと。 

急遽、私が指名を受け、副会長だけならと１年 

間の任を受けることになりました。 

 会長経験から17年が過ぎ、何の準備もないま 

まのスタートです。皆様には色々とご迷惑をお 

掛けすると思いますが、会長・幹事の足を引っ 

張らないよう努力いたしますので、ご協力の程 

よろしくお願いいたします。 

 クラブに於いて、最も古い幹事経験者であり、 

最も古い会長経験者が再び会長に就任すること 

になりました。長生きを喜ぶべきか、クラブの 

現状を憂えるべきか、複雑な心境にあります。 

二度目の会長に就任するに当たり、ＲＩ会長の 

「繋ぐ」というテーマを通して、クラブ運営を 

行っていこうと考えています。 

 1999年、私の標語は「原点が放つ一条の光」 

でした。その放たれた光は、20年間の時が過ぎ 

ても拡散せずに今に伝わりました。それはポー 

ル・ハリスがロータリークラブを作った原点が 

放った光だからです。即ち「友達がほしい」そ 

して「繋がり」です。 

 ロータリークラブは、設立後、既に 114年の 

時が過ぎ去っています。その間、多くの葛藤が 

ありました。それをロータリアンはひとつひと 

つ解決してきました。その経験は「哲学」とし 

てのロータリーの存在を作ってきたと考えます。 

 現在、出席・職業分類などでロータリークラ 

ブは、大きな変化の最中にあります。そんな中、 

私たちは職業奉仕というロータリーならではの 

奉仕を理解し実践して参りましょう。その基幹 

となる「楽しいクラブ」作りに努力して参りま 

す。会員皆様のご協力を切にお願いいたします。 
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就任のご挨拶 
 

    幹 事  長 谷 川  隆  

 この度、難航の末、2020年に池田会長が喜寿、 

幹事の長谷川が古希を迎える二人がクラブの大 

任を任される事となりました。二人ともそれぞ 

れ二度目の就任となります。 

 クラブの会員減少が止まらない現状を考えて 

お引き受けいたしましたが、幹事はクラブの要、 

若い有望な方に託せない事が残念でたまりませ 

ん。 

 国際ロータリーも、規定審議会で従来では考 

えられない、メークアップの期間を前後２週間 

から１年間とか、実質職業分類の撤廃的な話を 

伺います。「ロータリーは職業奉仕から」と諸 

先輩から伺ってきた私にはショックでした。 

 しかし、時代の変遷にも対応できないとクラ 

ブの発展はありません。会員の皆様のご協力の 

基、明るく・楽しく・充実した江戸中ライフの 

一助として役職に邁進したいと思います。 

 そろそろボケも入る年齢に差し掛かりました。 

皆様よろしくお願いいたします。 

 
７月の予定 

 
 ４日（木）⇒ 新旧理事引継ぎ式 

      ⇒ 初例会 

      ⇒ 第１回定例理事会 

 11日（木）⇒ 第１回クラブフォーラム 

        （クラブ奉仕） 

      ⇒ 第１回家庭集会（定光） 

 18日（木）⇒ 休会      

 25日（木）⇒ 暑気払い例会 

        於：たかはし丸（小岩大橋） 

      ⇒ 夜間移動例会 

        ＰＭ５：30 集合 

        ＰＭ６：00 出船 
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    ＜第６回被選理事会報告＞ 

 

日 時：Ｒ元・６・13（木）例会終了後 

場 所：アンフェリシオン 

出席者：池田、長谷川、田北、福田、田島、 

    山田憲裕、矢作、小宮、大澤、 

    山田太熙        計10名 

欠席者：渡辺 

 

議 題 

（１）次年度副会長（クラブ奉仕委員長） 

   の交代について 

   渡辺会員が仕事の都合で辞任された 

   ため、後任は矢作会員とする。 

   渡辺会員は会計理事とする。 

（２）2019～2020年度ロータリー財団地区 

   補助金プロジェクト『江戸川区内の 

   貧困問題を抱える子どもたちへの成 

   長と学習支援』について 

   ６月20日（木）、ＮＰＯ法人キッズ 

   ドアを訪問する。 

   東分区ＩＭのブース出展の件も具体 

   的に進め、第１回定例理事会で報告 

   する。 

   基金より10万円を拠出する件は、第 

   １回定例理事会で承認する。 

                 以上 

  木のいのち 木のこころ（地） 
 

 職人というのは頑固で、自分の世界にはいって 

しまう人が多いが、ものを他人に教えるというの 

はなかなか勉強になるもんだ。それといずれにし 

ろ宮大工をやっていこうとすると、自分一人じゃ 

できない。どんなに腕がよくてもそれはできない 

んだ。とにかく一人じゃ柱一本動かせないんだか 

ら。そのためには人を使わなくちゃならない。人 

を使うのも道具を使うのと同じように大事なこと 

だ。これだって鑿
のみ

や 鉋
かんな

と同じで、突然面倒を見 

ろといわれても、そううまくはいかない。刃物よ 

り難しいもんだ。やさしくばかりしていたんでは 

教えられないし、怒ってばかりいてもだめだ。手 

取り足取り教えてもだめだってことは何回も話し 

たとおりだ。 

 教えるほうにもかなりのエネルギーが必要なん 

だ。 

 よく子を持って親の気持ちがわかるというだろ 

う。あれと同じや。人に教える段になって、初め 

て親方や師匠のいったことや、やり方の意味がわ 

かることがある。自分じゃ何気なくやってきたこ 

との意味が、教える段になって初めてどうしてだ 

ったかなと考えるようになるんだ。 

 これが自分の技量進歩につながる。俺たちの技 

術というのは、それこそ千三百年前から受け継が 

れてきたものや。自分だけで完成させたものなん 

て一つもない。そういう意味では俺たちも技術を 

正確に繋ぐ役目があるわけだ。教えることは自分 

の技術や考え方をもう一度正しいか、これでいい 

かどうか、確認する作業でもあるんやないか。 

 何人もの弟子を持って俺はそう考えたから、う 

ちの弟子たちにも仕事をまかせられるようになっ 

たら人を預けるようにしているんだ。 

 （新潮文庫「木のいのち 木のこころ」（地） 

             小川三夫から抜粋） 

    「大川柳大会」 結果発表 
        

 金賞 山田太熙君 

  「ロータリー 楽しまないと 意味がない」 

 銀賞 福田裕之君 

  「川の字に 昔は娘 今は犬」 

 銅賞 鈴木雅貴君 

  「熱海では Ｗ
ダブル

山田の 大乱舞」 

 会長賞 実方 昇君 

  「病気して 初めて気づく 恋女房」 
 

 以上でした。皆さんからのたくさんの応募、 

 ありがとうございました。 

         苦しみを分かち合う 
 

＜対話のコトバ＞：いのちの電話の役割 

上智大学大学院 実践宗教学研究科死生学専攻 

伊藤高章教授 

 

 日本の社会の中に、様々な専門性の高い相談の 

機会が整って来ました。しかし、専門の電話相談 

があったとしても、いのちの電話にかけてこられ 

る方がいる。それは、「課題解決」の方法を求め 

るだけでなく、課題を抱えて生きる「苦悩」を理 

解してもらいたい。という思いを抱える人がいる 

からでしょう。人は、課題ではなく「私」に関心 

を持ち、困難を生きる「私」を大切にしてくれる 

聴き手を求めています。「苦慮する私」を聴いて 

欲しいのです。 

    （社会福祉法人 いのちの電話【東京】 

              Vol.191から抜粋）  
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