
ロータリークラブへのお誘い
東京日本橋東ロータリークラブ

クラブご紹介

ロータリーの目的

入会金と会費

バナーのいわれ

名 　　称 東京日本橋東ロータリークラブ
区 　　域 東京都中央区の内、日本橋川を境に江戸橋から昭和通りの東側
沿　　 革 創立 昭和 44年 10 月 30 日 (1969 年 )
Ｒ.Ｉ. 加盟 昭和 44 年 12 月 11 日 認証番号 14995 番
ﾁｬｰﾀｰ伝達式 昭和 45年 4月 22 日 (1970 年 )
例 　　会 毎週月曜日 12 時 30 分～ 13時 30 分
例  会  場 東京都中央区日本橋蛎殻町 2-1-1

ロイヤルパークホテル 4階「瑠璃の間」 (TEL：03-3667-1111)
事  務  所 東京都中央区日本橋蛎殻町 2-1-1

〒103-0014 ロイヤルパークホテル 6階
TEL：03-3249-4161 　　FAX：03-3249-4162
E-Mail：nbeastrc@galaxy.ocn.ne.jp
クラブＨP：http://nihonbashi-east-rc.com/

バナーは、屋形船を浮べ遊んだ川開き風景を図案化したもので、
背景の白壁の土蔵は、この地区が水陸の要地として、商取引き
の盛んだった事を表わしています。
官許の両国の大花火は、享保 18 年 ( 今から 280 年前 ) 江戸名物
といわれ戦後も続きましたが、交通防災のため昭和 36 年惜し
まれながら一旦中断し、その後復活しました。

ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎として奉仕の理念を奨励し、
これを育むことにある。 具体的には次の各項を奨励することにある。

第１　知り合いを広めることによって奉仕の機会とすること

第２　職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事はすべて価値あるものと認識し、
　　　社会に奉仕する機会としてロータリアン各自の職業の高潔なものにすること

第３　ロータリアン一人一人が、個人として、また事業および社会生活において、
　　　日々、奉仕の理念を実践すること

第４　奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的ネットワークを通じて、国際理解、
　　　親善、平和を推進すること

＊「ロータリーの目的」（旧「ロータリーの綱領」）の日本語訳は、2012 年に改訂されました。

入  会  金 ３０万円
年  会  費 半期ごとに１7万円（年間３4万円）　７月～１年間

期の途中でご入会の場合は、年会費は月割りとなります。

あなたのご入会を会員一同大歓迎いたします！



クラブ組織 写真で綴るクラブ活動風景

私たちのクラブの主なテリトリーは、江戸の中心
地である日本橋地域のイーストサイドで、特に下
町の雰囲気の色濃く残るエリアです。
元禄年間には浜町、中洲地区に大名の下屋敷が立

ち並び、室町、本町、大伝馬町方面には問屋があっ
て、初めて問屋組合が結成されたのは現在より 
327年前、元禄 7 年という記録が残っています。
その後、水陸の交通要衝のため、非常に商業が発
展し、小舟町、蛎殻町、小網町の食品、雑殻問
屋、堀留町、富沢町周辺の織物問屋、横山町、馬喰
町の小間物雑貨問屋 ( 現在では繊維装粧品問屋 ) 
などが軒を並べ、各商品取引所も地域内に集ま
り、日本の一大集散地となっています。戦災によ
り地域の大半が失われましたが、現小舟町･大伝
馬町･人形町等は火災を免れ、特に人形町の一部
は昔の面影を残していますし、箱崎町界わいは水
運の便が良く、かつては倉庫街であり、クラブ例
会場のロイヤルパークホテル、読売新聞社、 IBM 
などの各ビルが立並び首都高速道路箱崎インター
チェンジ下には東京シティエアターミナルがおか
れています。
歴史のある神社古刹も多く、中でも水天宮は安産
の神様としても有名で、毎月戌の日には安産祈願
の参拝者で賑わいます。また、名妓、川上貞奴を
輩出した芳町花街の面影も人形町、浜町、中洲界
隈に感じられ、新しいものと旧いものが巧みに調
和され、独特の雰囲気をかもしだしている地域で
す。このような地域で創立したわがクラブは、
チャーターメンバー28名でスタートし、2019年

には創立 50 周年を迎えました。現在は約42名と
なっており、女性会員も2002年から入会し現在8
名在籍しています。会員平均年齢は創立時 57 歳

でしたが、以後漸増し現在は約 68 歳です。
また職業分類上は、法律・経済・ビジネス関係
33％、食品関係と建設及び住居関係が26％、そ
の他6職業分類で41％を占めている一方で、教育

報道関係、大型店、観光、広告、銀行、繊維商品
取引等の職業の方々が入会されていません。わが
クラブで特筆すべきは、60 歳超の会員が50％を
占めていますが、ロ ータリーの奉仕意欲を強く
持っていて、クラブの牽引役として活躍する一
方、長老が派閥意識を持たず、クラブ全体の雰囲
気はアットホームな中にも、敬老精神も溢れ、バ
ランスが取れています。女性会員(最年少34歳）
も積極的に事業参加し、クラブの有力会員として
活躍しています。また、インド人の会員も在籍し
ていて国際性に富んだ多様性のあるクラブです。
例会の食事が美味しいと来訪ロータリアンの皆様
の評判も大変よろしく、どうぞ一度例会にお越し
ください。大歓迎いたします。
さらには、会員一同楽しいロータリーライフを過
ごせるよう、炉辺会や旅行会そして合唱団の編成
などに工夫をしています。
私たちは、創立以来醸成してきたクラブの歴史か
ら滲み出る一体感や日本橋の江戸下町風情のクラ
ブ気質を大切にし、量より質、会員間の人的関係
を重視するように努めています。

会長・会長エレクト・副会長・直前会長・幹事・副幹事・理事・会計・会計監査・
S.A.A.・副 S.A.A.・クラブ奉仕・職業奉仕・社会奉仕・国際奉仕・青少年奉仕・会員増
強・会員資格・会員構成・ロータリー財団・米山奨学・親睦・プログラム・クラブ会報
兼 IT・ロータリー情報・等々の委員会があります。

私たちのクラブはこんなクラブです！
ミニＳＬで福島の子供達に
笑顔をプロジェクト

交換学生

家族旅行
（京都）

コーラス会

子供達に芸術に触れる機
会をプロジェクト

米山奨学生

ゴルフ会

創立 5 0周年式典

Maeda1121
挿入テキスト



クラブ組織 写真で綴るクラブ活動風景

私たちのクラブの主なテリトリーは、江戸の中心
地である日本橋地域のイーストサイドで、特に下
町の雰囲気の色濃くこのるエリアです。

元禄年間には浜町中洲地区に大名の下屋敷が立ち
並び、室町、本町、大伝馬町方面には問屋があって、
初めて問屋組合が結成されたのは現在より 327年
前、元禄 7 年という記録が残っています。
その後、水陸の交通要衝のため、非常に商業が発
展し、小舟町、蛎殻町、小網町の商品、食品、雑
殻問屋、堀留町、富沢町周辺の織物問屋、横山町、
馬喰町の小間物雑貨問屋 ( 現在では繊維装粧品問
屋 ) などが軒を並べ、各商品取引所も地域内に集
まり、日本の一大集散地となっています。戦災に
より地域の大半が失われましたが、現小舟町･大伝
馬町･人形町等は火災を免れ、特に人形町の一部
は昔の面影を残していますし、箱崎町界わいは水
運の便が良く、かつては倉庫街であり、クラブ例
会場のロイヤルパークホテル、読売新聞社、 IBM 
などの各ビルが立並び首都高速道路箱崎インター
チェンジ下には東京シティエアターミナルがおか
れています。
歴史のある神社古刹も多く、中でも水天宮は安産
の神様としても有名で、毎月戌の日には安産祈願
の参拝者で賑わいます。また、名妓、川上貞奴を
輩出した芳町花街の面影も人形町、浜町、中洲界
隈に感じられ、新しいものと旧いものが巧みに調
和され、独特の雰囲気をかもしだしている地域で
す。このような地域で創立したわがクラブは、
チャーターメンバー28名でスタートし、2019年

には創立 50 周年を迎えました。現在は約42名と
なっており、女性会員も2002年から入会し現在8
名在籍しています。会員平均年齢は創立時 57 歳

でしたが、以後漸増し現在は約 68 歳です。
また職業分類上は、法律・経済・ビジネス関係
33％、食品関係と建設及び住居関係が26％、そ
の他6職業分類で41％を占めている一方で、教育

報道関係、大型店、観光、広告、銀行、繊維商品
取引等の職業の方々が入会されていません。わが
クラブで特筆すべきは、60 歳超の会員が50％を
占めていますが、ロ ータリーの奉仕意欲を強く
持っていて、クラブの牽引役として活躍する一
方、長老が派閥意識を持たず、クラブ全体の雰囲
気はアットホームな中にも、敬老精神も溢れ、バ
ランスが取れています。女性会員(最年少34歳）
も積極的に事業参加し、クラブの有力会員として
活躍しています。また、インド人の会員も在籍し
ていて国際性に富んだ多様性のあるクラブです。
例会の食事が美味しいと来訪ロータリアンの皆様
の評判も大変よろしく、どうぞ一度例会にお越し
ください。大歓迎いたします。
さらには、会員一同楽しいロータリーライフを過
ごせるよう、炉辺会や旅行会そして合唱団の編成
などに工夫をしています。
私たちは、創立以来醸成してきたクラブの歴史か
ら滲み出る一体感や日本橋の江戸下町風情のクラ
ブ気質を大切にし、量より質、会員間の人的関係
を重視するように努めています。

会長・会長エレクト・副会長・直前会長・幹事・副幹事・理事・会計・会計監査・
S.A.A.・副 S.A.A.・クラブ奉仕・職業奉仕・社会奉仕・国際奉仕・青少年奉仕・会員増
強・会員資格・会員構成・ロータリー財団・米山奨学・親睦・プログラム・クラブ会報
兼 IT・ロータリー情報・等々の委員会があります。

私たちのクラブはこんなクラブです！

ミニＳＬで福島の子供達に
笑顔をプロジェクト

交換学生

家族旅行 （京都）

コーラス会

子供達に芸術に触れる
機会をプロジェクト

米山奨学生

ゴルフ会

創立 5 0  周年式典

Maeda1121
挿入テキスト



ロータリークラブへのお誘い
東京日本橋東ロータリークラブ

クラブご紹介

ロータリーの目的

入会金と会費

バナーのいわれ

名 　　称 東京日本橋東ロータリークラブ
区 　　域 東京都中央区の内、日本橋川を境に江戸橋から昭和通りの東側
沿　　 革 創立 昭和 44年 10 月 30 日 (1969 年 )
Ｒ.Ｉ. 加盟 昭和 44 年 12 月 11 日 認証番号 14995 番
ﾁｬｰﾀｰ伝達式 昭和 45年 4月 22 日 (1970 年 )
例 　　会 毎週月曜日 12 時 30 分～ 13時 30 分
例  会  場 東京都中央区日本橋蛎殻町 2-1-1

ロイヤルパークホテル 4階「瑠璃の間」 (TEL：03-3667-1111)
事  務  所 東京都中央区日本橋蛎殻町 2-1-1

〒103-0014 ロイヤルパークホテル 6階
TEL：03-3249-4161 　　FAX：03-3249-4162
E-Mail：nbeastrc@galaxy.ocn.ne.jp
クラブＨP：http://nihonbashi-east-rc.com/

バナーは、屋形船を浮べ遊んだ川開き風景を図案化したもので、
背景の白壁の土蔵は、この地区が水陸の要地として、商取引き
の盛んだった事を表わしています。
官許の両国の大花火は、享保 18 年 ( 今から 280 年前 ) 江戸名物
といわれ戦後も続きましたが、交通防災のため昭和 36 年惜し
まれながら一旦中断し、その後復活しました。

ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎として奉仕の理念を奨励し、
これを育むことにある。 具体的には次の各項を奨励することにある。

第１　知り合いを広めることによって奉仕の機会とすること

第２　職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事はすべて価値あるものと認識し、
　　　社会に奉仕する機会としてロータリアン各自の職業の高潔なものにすること

第３　ロータリアン一人一人が、個人として、また事業および社会生活において、
　　　日々、奉仕の理念を実践すること

第４　奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的ネットワークを通じて、国際理解、
　　　親善、平和を推進すること

＊「ロータリーの目的」（旧「ロータリーの綱領」）の日本語訳は、2012 年に改訂されました。

入  会  金 ３０万円
年  会  費 半期ごとに１7万円（年間３4万円）　７月～１年間

期の途中でご入会の場合は、年会費は月割りとなります。
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