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 本日の卓話  １１月２６日 
 

「 ご所有地の有効活用について 」 
 

   株式会社ファミリーマート 

東京第1ﾃﾞｨｽﾄﾘｸﾄ開発1課   井原 得公 様 

（ 紹介者：当クラブ会員 川野克博 君 ） 
 

 

 次回の卓話  １２月３日 
 

「 社会と共に生きるタバコ産業 」 
 

     日本たばこ産業株式会社 
江戸川地域統括営業所長   平井 浩人 様 

（ 紹介者：当クラブ会員 保土田守彦 君 ） 
 

 

              第２２５０回  ２０１２年１１月１９日  例会報告               
 

■点鐘・ロータリーソング・今月の歌 

 「 それでこそロータリー 」「 旅愁 」 

■来客紹介 

  ●ご来賓 1 名 

    鄭 ハンナ さん（ 米山奨学生 ） 

  ●ビジター･ゲスト 3 名 

    須 賀 精 二 様（ 東京東江戸川 RC ） 

    渡辺 恵太郎 様（ 東京江戸川中央 RC ） 

    三 崎 孝 子 様（ 中山会長ゲスト ） 

■出席状況報告（前々回訂正出席率） 

 48 名中 36 名出席 出席率 75.00％(11/5…100％) 

■会長報告 

  ●米山奨学金授与、及び鄭ハンナさんより挨拶。 

    就職活動に専念する為に、米山奨学金制度を辞 

    退致します。色々お世話になりました 

  ●東分区ガバナー補佐 林茂男様はじめ、ﾎｽﾄｸﾗﾌﾞ 

    東京臨海 RC より、東分区 IM のお礼状が届き 

    ました 

■幹事報告  

 ●須賀直前幹事より、2011-12 年度クラブ活動 

   実績記録 追記ページ配布のお知らせ 

■委員会報告  

   ●IAC 委員会(川野委員長)…地区 IAC 合同活動 

     に、稲山地区委員と参加して参りました。 

    ホスト校は潤徳女子高校で、北千住駅で放置自転 

    車クリーンキャンペーンや、足立区役所及び千住 

    警察の方々のと一緒に､防犯ネット・ビラ・ティッ 

    シュなど配布してきました( 2ページに写真掲載) 

  ●クラブ基金委員会(横山(巖)委員長)…私、横山(巖) 

    が嬉しいことがありましたので、クラブ基金を寄 

    付しました 

  ●会員増強委員会(山本(和)委員長)…新会員の募集 

    を職業分類に基づいて、建築設計・仏教・一般貨 

    物の方が候補に上がっております。出来れば今年 

    度中に 5 名の増強をしたいと思いますので、ご協 

    力をお願いします 

  ●新世代奉仕委員会(金子(栄)委員長)…次週 26 日 

    (月)例会終了後、新世代奉仕フォーラムを｢松･桜 

    の間｣にて開催致します 

  ●親睦活動委員会(森委員長)…12/22(土)開催 忘年 

    家族会について、なるべく子供たちが喜べるアト 

    ラクションを用意しますので、ご参加宜しくお願 

    い致します 

  ●地区 RAC 委員会(増田委員長)…先週も発表しま 

    したが、25 日(日)地区 RAC 都バスツアーを行い 

    ますのでご参加下さい 

■本日の卓話 

 「  金融犯罪防止について  」 

                    当クラブ会員   原田 隆志 君 

      奉仕を通じて平和を 

    Peace Through Service 
   国際ロータリー会長 田中作次 

ロータリーはすばらしい！ 

It's Great to be a Rotarian! 
東京江戸川ロータリークラブ会長 中山直幹 

国際ロータリー第 2580 地区 

東京江戸川ロータリークラブ 
ROTARY CLUB OF TOKYO EDOGAWA 

Vol.49  No.17  第 2251 回 2012 年 11 月 26 日 

      行船公園（平成庭園・源心庵） 

Weekly Report 



 

 

 
 
活動日時：2012 年 11 月 18 日(日)AM9 時～ 

 

活動内容：北千住駅周辺にて、 

              駅前放置自転車クリーンキャンペーン 

              並びに自転車安全利用のチラシ配布 

 

ホスト校：潤徳女子高等学校 

 

東京江戸川 RC よりの参加者： 

                                   稲山地区 IAC 委員 

                                   川野 IAC 委員長 

 

 

 

 

 

 
 

( 写真提供：稲山地区 IAC 委員 ) 

東分区「インターシティ･ミーティング」開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東分区ＩＭが 11 月 12 日(月)ロイヤルパークホ

テルに於いて林ガバナー補佐のミーティングリー

ダーの下、「皆で語り合おうロータリーの魅力を」

の大会テーマで東京臨海 RC がホストとして開催

されました。 

  まず上野パストガバナー、渡辺パストガバナー

補佐による基調講演の後、多数の会員からの発言

があり、活発で新鮮な意見交換がなされました。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

懇親会では金谷直前ガバナー補佐による乾杯で賑

やかな懇親会が進行しました。 

  当クラブから 29 名が参加しましたが、全体を通

じて希望と期待に満ち溢れたＩＭでした。 

（ 荒井幹事 記 ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

地区ＩＡＣ合同活動 参加報告 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*** １ページ例会報告より【ニコニコ BOX 報告】 *** 
 

 
        
東京東江戸川 RC 須賀様⋯お世話になります 

岡本君⋯三崎さん ようこそ 

久米君⋯結婚記念日祝いを頂いて 

梅田君⋯ロータリー財団へのご寄付 100 ドル、今

年も皆様にご協力頂き誠にありがとうございま

した 

中山君、荒井君⋯11/12(月)東分区 IM ご参加の皆

様ありがとうございました 

大野君⋯IM 出席の皆さん お世話になりました。

西川さんお手数かけました 

小林君⋯須賀さん 先日は大変お世話になりました 

柴田君⋯須賀さんはじめ IM ご出席の皆さん、夜

ふけまで大変ありがとうございました 

山本(和)君⋯明日の地区ゴルフ大会、優勝を目指

して頑張ってきます 

久保君⋯明日は地区懇親ゴルフ決勝大会です。特

別Ｂチーム 6 名で参加します。宜しくお願い申

し上げます 

増田君⋯25 日(日)地区 RACＤバスツアーを実行し

ます。ご希望の方はお申し出下さい 

西川君⋯山本(昌)さん・原田さん、家庭集会では

お世話になりました 

横山(巖)君、森君⋯ニコニコご苦労様です 

本日合計    27,000 円 

今期累計        976,000 円 

｡｡｡｡｡｡｡｡｡   111222 月月月ののの予予予定定定   ｡｡｡｡｡｡｡｡｡   
 
●10 日(月) 年次総会 ( 例会終了後 ) 

 

●17 日(月) 2012 年最終例会 

               

●22 日(土) 忘年家族会 

     → 17:30～ ﾀﾜｰﾎｰﾙ船堀｢福寿・桃源の間」 

 

＜忘年家族会アトラクション＞ 

   ＊ 鴨下和美さんによるフラメンコライブ 

   ＊ 飴細工実演 

   ＊ バルーンアート実演 


