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第 2932 回
2021 年 11 月 4 日 第 2931 回例会報告
夜間例会に変更
新旧役員・地区派遣委員歓送迎会並びに新入会員歓迎会
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渡邉会長 影山幹事…久しぶりの夜間例会と
行事になります。皆様と杯をご一緒させて頂
く喜びを感じております。本日も宜しくお願
い申し上げます。
海老沼君 追分君…先週のビデオ卓話による
ＩＭに参加いただき、ありがとうございまし
た。二人の役目は終わりましたが皆様のご支援
に感謝します。
守屋君 高橋（史）君…昨年一年間、会員の皆
様には大変お世話になりました。今年度は全力
でお手伝いしますのでよろしくお願いします。
中山応援団（岩崎君 高橋(秀)君 芦川君）…
中山副幹事、やる時はやる副幹事、大船に乗ら
せてもらいます。でも泥船じゃないですよね。
ＳＡＡ一同…先日の決起集会！！とても楽し
い決起会となりました。会長、幹事、親睦活動
委員会の皆様、ありがとうございました。
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第 30 回メジャードナー感謝状と
ピンバッジ…鈴木喬君
会 長 報 告
⚫
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10 月 30 日(土)に JR 錦糸町駅前にて、東
分区献血ロータリーデーに出席して参り
ました。
⚫ 11 月 18 日(木)米山奨学金に関するワーク
ショップ 15 時～16 時半、YouTube ライブ
ZOOM で開催予定
委 員 会 報 告
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…田中君 高橋(秀)君
…芦川君
…君塚君
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親睦活動委員会一同…新旧役員・地区派遣委員
歓送迎会並びに新入会員歓迎会、ようやく開催
の運びとなりました。旧役員、地区派遣委員の
皆さまの労に感謝すると共に、新役員の皆さ
ま、又新入会員の皆さま、新渡邉・影山年度、
お互い協力し、頑張っていきましょう。
合計 49,000 円 累計 744,150 円

本日の行事 会長より
本日は新旧役員・地区派遣委員歓送迎会並びに新
入会員歓迎会。
年度当初の予定では 8 月の末に開催する予定でし
たが、ご承知の通りコロナ禍の影響がございまし
て本日開催の運びとなりました。細沼委員長から
お話ありました通り、久しぶりの夜間例会ですし
皆様とこうして精養軒でお酒を一緒に頂くことが
出来るということで本当に嬉しく思います。私自
身今日をすごく楽しみにして参りました。
守屋直前会長、高橋直前幹事。昨年度大変お疲れ
さまでございました。お二人につきましては、私
と影山さんを会長エレクトと副幹事に指名した責
任がございますので、もうしばらく面倒見て頂け
ればと思います。地区派遣委員の皆様におかれま
しては、当クラブの枠を出て地区の活動にご尽力
いただきました。また引き続きご尽力される委員
の方もいらっしゃるかと思います。ますますのご
活躍をされまして当クラブの名前を地区にどんど
ん広めていっていただければと思います。最後に
新入会員の皆様、芦川さん、大林さん、君塚さん
ようこそ当クラブへ入会いただきました。

ワークショップ動画
10 月 25 日に行ったポリオ根絶活動に関するワー
クショップの動画を公開いたしました。
【ポリオ根絶活動に関するワークショップ】
https://youtu.be/kiz29lKBYMw
東京江北公式 LINE でもご案内しておりますので、
是非、ご覧ください。

クラブ年次総会
日時：12 月 2 日（木）通常例会内 13 時～
2021-22 年度の年次総会は、12 月 2 日（木）通常
例会 点鐘 12 時 30 分、13 時より総会を行いま
す。欠席者は委任状の提出をお願いします。

年忘れ家族親睦会
直前年度はコロナ禍で、ミニコンサートを開催し
年忘れ家族親睦会の中止となりました。2021-22
年度 年忘れ家族親睦会は、会員、会員関係者のみ
での開催が決定しました。多くの皆様のご参加を
お待ちしています。
日時：2021 年 12 月 16 日（木）
夜間例会に変更をして開催
別途ご案内をお送りしますので、出欠をご記載の
上、返信ください。

今後の予定
１１月
１１日（木）通常例会
卓話 王季帆（ワン チーフアン）さん
米山奨学生
「私と台湾と日本」
１８日（木）休会
１９日（金）地区懇親ゴルフ決勝大会
千葉カントリークラブ
ホストクラブ：東京江北
２５日（木）通常例会
卓話 川松保夫氏
地区ポリオプラス委員会 委員長
「END POLIO NOW
いまこそポリオ根絶のとき」
１２月
２日（木）クラブ年次総会
９日（木）通常例会
１６日（木）夜間例会に変更
17：30 点鐘
18：00 年忘れ家族親睦会
２３日（木）通常例会
３０日（木）休会

本日の卓話

次週卓話予定 11/18 休会

「私と台湾と日本」
王季帆さん
米山奨学生
紹介者 米山カウンセラー 岩岩崎和浩君

11/25 卓話予定
「END POLIO NOW いまこそポリオ根絶のとき」
川松保夫氏／地区ポリオプラス委員会 委員長
紹介者 ロータリー財団委員長 小出康夫君

2020-21 年度 地区委員

東分区ガバナー補佐 退任

直前分区幹事 追分義郎

直前ガバナー補佐 海老沼孝二

2020-21 年度 東分区ガバナー補佐を務めた海老
沼会員、分区幹事を務めた追分会員にご挨拶をい
ただき、クラブより花束を贈りました。

海老沼直前ガバナー補佐より…皆さまありがとう
ございました。先週の IM の映像をみんなで見て頂
きまして、なんと卓話の時間が 1 時間 10 分。それ
だけの時間を仕事がお忙しい皆様に割いていただ
きまして、ありがとうございます。あの瞬間やっ
と私の役割が終わりました。ホッとしたところで
す。コロナ禍の中でガバナー補佐という役割を頂
きましていろいろ試行錯誤しながらではありまし
たが、とてもチームワーク良く行う事ができまし
た。追分さんに本当に助けて頂いたおかげで、ガ
バナー補佐をスムーズに行うことが出来ました。
この場を借りて感謝の言葉を申し上げます。あり
がとうございます。

追分直前分区幹事より…1 年半余りですが、分区
幹事を務めさせていただきました。任期中は分区
幹事というのはマイクの前に立つことはなく常に
サポート役。前回の IM 発表会、皆さんに観て頂い
て 1 年間終わったのかなとホッとしている次第で
ございます。今、海老沼さんにお褒めのお言葉を
頂きましたが、多岐に渡ってロータリアンとして
の教育を受けていろんな経験をさせて頂いたとい
うのが正直なところです。この場を借りまして、
海老沼さんには本当にいろいろなことを教えて頂
きありがとうございました。皆様にもすべての経
験をお伝えしたいところではありますが、経験さ
せて頂いた中で一つだけ申し上げます。東分区も
時代と共に変わり、新しく進化していきます。地
区での経験を会員の皆様にお伝えする事で、江北
ロータリークラブも進化していくのだと思いま
す。最後にこの様な機会を私に下さった江北ロー
タリークラブ、そして会員の皆様に感謝申し上げ
ます。ありがとうございました。

2020-21 年度入会の新入会員 芦川隆行君、大林
秀和君、君塚毅君より、また 2021-22 年度の地区
チームの皆様からのご挨拶をいただきました。
激励の言葉を元会長の佐藤徹会員より、閉会の言
葉を会長エレクトの張替会員よりいただき、会は
和やかに執り行われました。

地区懇親ゴルフ決勝大会

11 月 19 日（木）地区懇親ゴルフ決勝大会は東京
江北ロータリークラブがホストクラブを務め、千
葉カントリークラブで開催します。
当クラブからゴルフは 13 名が出場し、6 名の皆様
にお手伝いをお願いしています。

新旧役員・地区派遣委員歓送迎会並びに新入会員歓迎会
11 月 4 日（木）夜間例会に変更して新旧役員・地
区派遣委員歓送迎会並びに 2020-21 年度に入会し
た新入会員歓迎会を上野精養軒 桜の間で開催し
ました。
例年、新年度に入り直ぐに行われる会ですが、コ
ロナ禍で例会が休会となり延期が続き、一年越し
での夜間例会で行うことができました。

会長 渡邉浩

幹事 影山幸一郎

直前会長 守屋裕之

直前幹事 高橋史郎

渡邉会長より守屋直前会長、影山幹事より高橋史
郎直前幹事に、クラブより記念品と花束を贈りま
した。

守屋直前会長より…久しぶりにここにきてお話さ
せて頂く機会を与えて頂きありがとうございま
す。新旧役員・地区派遣委員歓送迎会並びに新入
会員歓迎会開催ありがとうございます。僕と高橋
幹事の一年間、昨年 7 月に始まりまして 8 月にこ
の夜間例会を開会したのが最後でありました。あ
れ以来ですので、1 年 3 か月ぶりです。それもこ
の円卓で開催できて本当に嬉しく思います。2 月
の終わりの頃から、すでにコロナの影響で例会は
開催できない状態でした。したがって、第 1 回目
の被選理事会から例会がない中、精養軒自体も閉
鎖ということになりました。7 月からの半年間は
なんとか例会を開催出来ましたが、1 月からの後
半は半分以上例会が出来ないような有様で、皆様
と共にいろんな行事に取り組んでいきたかったの
ですけれども、やむを得ずこのような形になって
しまいました。今年の 6 月に私と高橋幹事は役目
を終えましたが、もう今は 11 月ですのでずいぶん
昔のことのように思います。皆様 1 年間本当にあ
りがとうございました。
高橋直前幹事より…昨年度はコロナの影響でロー
タリー活動が出来なかったことは非常に残念だと
思っております。コロナ禍の中で 1 年間例会運営
に携わり、皆様のお力を借りて模索しながら行う
ことが出来たというのが僕の中では、非常に勉強
になったと思っております。今年度は僕の気持ち
が楽になった分、全力で応援したいと思っていま
すので頑張ってください。皆様には本当に昨年 1
年間お世話になりました。ありがとうございまし
た。

