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《 本日の卓話 》  １１月２１日 
    
「 当クラブのローターアクトの歴史・ 

                           地区での活動の現況 」 
 

当クラブ会員  増田 一美 君 
 

《 次回の卓話 》  １１月２８日 
 

「 公認会計士の仕事 」 

 

当クラブ会員  西川 昭雄 君 

 
       第２２０７回 ２０１１年１１月１４日 例会報告     

＜ 点鐘・ロータリーソング・今月の歌 ＞ 
「 我等の生業 」「 小さい秋みつけた 」 
＜ 来客紹介 ＞ 
●ゲストスピーカー2 名 
  佐々木 啓子 様（葛飾エフエム㈱取締役副社長兼放送局長) 
  田 畑 宗 晃 様（葛飾エフエム㈱営業企画マネージャー) 
●ビジター1 名 
  須 賀 精 二 様（ 東京東江戸川 RC ） 
＜ 出席状況報告 ＞ 
50 名中  44 名出席  出席率 88％（10/31 訂正出席率 100％) 
＜ 会長報告 ＞ 
●11 月 4 日(金)～7 日(月)迄、台北東ロータリークラブ 
  48 周年記念例会へ参加して来ました。5 日にはウエル 
  カムパーティーを催して頂きました。式典には日本か 
  ら青森東 RC と当クラブだけでした。詳細は姉妹クラ 
  ブ委員長から報告して頂きますが、大変賑やかに又、 
  懇親を深める事が出来ました事を報告致します 
●10 月 10 日(木)東分区 IM が開催され当クラブより 31 
  名の参加を頂きました。忙しい中ありがとうございま 
  した。この日は上野直前ガバナーの基調講演の後、皆 
  様方からアンケートを頂戴しました「当クラブの自 
  慢」を披露する事が出来ました。提出して頂いた会員 
  の皆様には感謝申し上げます 
●11 月のガバナー月信について、今月はロータリー財 
  団を理解する。東日本復興基金および DDF の活用に関 
  して現状報告。RI バンコク国際大会に参加しよう。前 
  年度ガバナー会に寄せられた義援金約 10 億円の取扱 
  いについての経過報告が乗っております。ご一読下さ 
  い。また、国際大会は月信を見ますと開催するとなっ 
  ておりますが、当クラブでの参加等の詳細は今日の理 
  事会での後に会員の皆様へご案内させて頂きます 

＜ 幹事報告 ＞ 

●本日例会終了後「藤の間」にて理事役員会を開催致し 

  ます 

●ガバナー月信をラックへ配布致しました 

＜ 委員会報告 ＞ 

●台北東姉妹クラブ委員長(増田委員長)⋯台北東 RC 

  48 周年記念式典へ参加してまいりました 

●ゴルフ同好会(岩楯委員長)⋯第 2580 地区決勝ゴルフ 

  大会へ 6 分区より 97 名の参加があります。頑張って 

  優勝しましょう。又、11 月 25 日(金)第 2 回ゴルフ大 

  会が行われます 

●RAC 委員会(菅谷委員長)⋯「復興スタディツァー」が 

  11 月 26 日～27 日に開催されます。宮城県の被災地 

  へボランティア活動に行きます。ご参加頂ける方は菅 

  谷までご連絡下さい 

●ロータリー情報委員会(金子(栄)委員長)⋯今期初めて 

  の家庭集会が開催されます。参加要項は FAX でご連絡 

  致しますので宜しくお願い致します 

●会報委員会(高田委員長)⋯週報へ「日頃ご自分で行っ 

  ている奉仕活動」と題して投稿をお願い致します。写 

  真などがございましたら一緒にご送付下さい 

●横山会員より⋯「第 13 回産業ときめきフェア」(江戸 

  川区主催)が 11 月 18 日～19 日タワーホール船堀で開 

  催されます。ご参加下さい 

＜ 本日の卓話 ＞   

「 魅(み)せる話し方 」と印象 ～セルフプロデュース～ 

葛飾エフエム放送㈱ 取締役副社長兼放送局長 

佐々木 啓子 様 

（紹介者：当クラブ会員  久保田光信 君） 

心の中を見つめよう 博愛を広げるために 

Reach Within to Embrace Humanity 
国際ロータリー会長 カルヤン・バネルジー 

より楽しもう より奉仕しよう 

Enjoy and Serve more 
東京江戸川ロータリークラブ会長 武田英彦 

国際ロータリー第 2580 地区 

東京江戸川ロータリークラブ 
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小松川境川親水公園 

（提供 ･ 江戸川区） 
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2011-2012 年度 
11 月 理事・役員会 報告 

 

日 時：2011 年 11 月 14 日(月) 

場  所：タワーホール船堀 2Ｆ「藤の間」 

出席者：理事・役員 武田、山本(和)、後関、須賀、 

        金子(栄)(直前会長)、西川、森田、関口、松井、 

        保土田、横山、髙橋 

        会計監査 久保田、大野  会場監督 荒井 

      ［ 記録係：副幹事 久保 ］     ( 以上 16 名 ) 

 

＜協議事項＞ 

１．いわき勿来ロータリークラブ 50 周年記念例会へ参 

    加の際に義援金を贈る件【承認】 

タイ国、プララメスアン RC よりの義捐金 263,468

円、東京マスダ学院様よりの義援金 21,000 円、当ク

ラブより 215,532 円(特別会計より支出)を合わせた

50 万円を贈る 

２．タイ国水害に対して義援金を募る件【承認】     

国際奉仕委員会とＷＣＳ委員会により会員へ例会

にて理解を得た後に義援金を募る。送付先はタイ

国プララメスアン RC へ送付する事とする 

３．国際大会開催に際しての参加方法について【承認】 

国際奉仕委員長より会員へ開催場所等の現状を逐次

報告する 

４．年次総会の開催日について【承認】 

12 月 12 日(月)例会後に開催する 

５．8 月の臨時理事役員会開催内に提案がされ、承認さ

れた「理事役員候補者指名委員会内規、第 7 条 3 項、

幹事選考基準」の見直しについて年次総会へ提出す

る件【承認】 

６．地区大会の選挙人の選出について【承認】 

  会長・幹事にお願いする 

７．忘年家族会 ご招待者の確認について【承認】 

  

 

＜報告事項＞ 

１．11 月 15 日(火)東京足立 RC35 周年記念例会へ会長、

幹事が出席します 

２．11 月 20 日(日)いわき勿来ロータリークラブ 50 周年

記念例会へ会長、幹事が出席します 

３．10 月収支報告書の報告 

 
 
 

        

 
 

 
 
 

東京東江戸川 RC 須賀様⋯お世話になります 

宇多君⋯誕生日祝いを頂いて。早いものでもう 73 回にな

ります。若く見えると患者さんから云われますが、市

川さんお薦めの｢にんじんジュース｣10 年間愛飲がよ

かったと思っています 

松井君、関口君⋯奥様誕生日祝いを頂いて 

増田君⋯結婚記念日祝いを頂いて 

増田君⋯本日の卓話 FM 葛飾 佐々木さんの楽しいお話は、

終了後は本に続きますのでお読み下さい 

石上君⋯膝の治療で長い間例会を休みました 申し訳あ

りません。お陰様で大変良くなりました 

保土田君⋯石上さん お久しぶりに再開出来て 

横山君⋯石上さん 久しぶりに元気な顔を見て安心しま

した 

松井君⋯台北訪問の皆様、楽しい時間を共有させて頂い

てありがとうございました 

金子(栄)君⋯台北訪問でお世話になりました 

佐久間君⋯釣り魚を食べる会で大変ご馳走になりました 

久保田君⋯釣り同好会、会長の後関さんの釣り上げた平

目・太刀魚・沙魚等の料理、又宴席に庭園をお貸し下

さった関口さん 大変ありがとうございました。更に

同席の皆さん大変楽しませて下さり厚く御礼申し上

げます。奥さん方もご苦労様でした。よろしくお伝え

下さい 

関口君⋯後関さん 先日はお世話になりました 

森田君⋯釣り同好会の皆さん、大変美味しい料理ありが

とうございました 

多賀君⋯後関さん・関口さん・山本(和)さん・岩楯さん、

大変ご厄介になりありがとうございました。とても美

味しかったです 

岩楯君⋯関口さん皆さんに大変お世話になりました 

石上君、大野君⋯増田さん お土産ありがとうございます 

中山君⋯ＩＭご出席の皆様 お世話様でした。上野さんの

お話すばらしかったです 

梅田君⋯多賀さん 先日は大変お世話になりました。あり

がとうございました 

荒井君⋯先日は、須賀さん・関口さん・多賀さん・久保

さん お世話になりました。釣り同好会皆さん お世話

になりました 

久保君⋯須賀さん・関口さん・荒井さん・多賀さん お世

話になりました 

岡本君、髙橋君⋯ニコニコご苦労様です 

森君⋯ニコニコいつもありがとうございます 

Weekly Report ROTARY CLUB OF TOKYO EDOGAWA 

本日合計    ５３，０００円 
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