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【本日の卓話】 ７月２２日 
 

「 各種同好会等報告  」 
 

      釣り同好会委員長        後関和之 
      ゴルフ同好会委員長      久保克 
      健康管理委員長          宇多重員            

 

【次回の卓話】 ７月２９日 
           

「 はばたけ世界へ！～青少年の翼～ 」 
 

江戸川区文化共育部健全育成課 
課長  田森 健志 様 

（  紹介者：当クラブ会員  飯田弘 君  ） 
   

 

・～・～・～・～・ 第２２７６回  ２０１３年７月８日  例会報告 ・～・～・～・～・ 
 

◆点鐘・ロータリーソング・今月の歌 

 「 我等の生業 」「 たなばたさま 」 

◆来客紹介 

●ゲスト 1 名 

會 田 瑤 子 様（ 増田会員ゲスト ） 

◆出席状況報告（前々回訂正出席率） 

 49名中 41名出席 出席率95.35％ (6/24…100％) 

◆７月お祝い 

  ( 会員誕生日・奥様誕生日・結婚記念日・出席 ) 

◆誕生日の歌（ スピーチ … 梅田会員 ） 

◆会長報告 

●新地区委員へ吉田建二ガバナーからの委嘱状伝

達(先週お渡し出来なかった上野会員) 

●7/2(火)東京東江戸川 RC、7/3(水)東京臨海 RC の

初例会に、森田幹事と２人で参加致しました 

◆幹事報告  

●今年度 上期クラブ会費及び忘年家族会費の請求

書を郵送させて頂きますので、今月末日までに

ご納入下さい 
●次週7/22(月)第3回クラブ協議会を開催致します。

場所 → グリーンパレス５Ｆ｢常盤の間」、                                                  
時間 → 11:15～12:15、カウンセラー → 松坂
順一 東分区ガバナー補佐。出席義務者以外の皆
様も、積極的にご参加下さい                   

◆委員会報告  

●50AEX 記念誌委員会(山本(和)委員長)…入会 10 年

未満の会員へ寄稿のお願い 

●釣り同好会(山本(和)副委員長)…7/25(木)キス釣り

開催のご案内 

●東京おかみさん会､會田元会員の奥様 會田瑤子さ

んより、江戸川ﾆｭｰｵｰﾘﾝｽﾞｼﾞｬｽﾞﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ開催のお

知らせ 

●50AEX(横山(巖)委員長)…7/17(水)岡本副委員長、

森田幹事の 3 名にて、いわき勿来 RC 例会に出席

致します 

◆本日の卓話  

「 五大奉仕委員長 年間活動予定 」 
 

    クラブ奉仕委員長   荒井知久(代理 : 山本(昌)副幹事) 

    職業奉仕委員長     田中吉嗣 
    社会奉仕委員長     西川昭雄 
    国際奉仕委員長     多賀之雄 

   新世代奉仕委員長   稲山雄一 ※後日発表 

 

 

 

 

ロータリーを実践し みんなに豊かな人生を 

Ｅｎｇａｇｅ Ｒｏｔａｒｙ，Ｃｈａｎｇｅ Ｌｉｖｅｓ 

国際ロータリー会長 ロン．Ｄ．バートン 

         ロータリーの心で日常活動を 

Ｅｖｅｒｙ ａｃｔｉｖｉｔｉｅｓ ｗｉｔｈ Ｒｏｔａｒｙ ｍｉｎｄ 

東京江戸川ロータリークラブ会長 宇田川芳雄 

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 

SINCE 1964 50TH Vol.50  No.3  第 2277 回 2013 年 7 月 22 日 

Weekly Report 

新 川さくら館  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
          
中山君⋯會田さん ようこそ 

佐久間君⋯誕生日祝いを頂いて 

梅田君⋯誕生日祝いを頂いて。7/20 で満 77 才に

なりました 

西川君⋯誕生日祝いを頂いて。元気に 68 回目の

誕生日を迎えることに感謝します 

久保君⋯奥様誕生日祝いを頂いて。まだいてくれ

てありがとう！ 

多賀君⋯出席 100％祝いを頂いて。無事に 5 回迎

えられました。次は 10 回に向けて頑張ります 

増田君⋯江戸川ニューオーリンズジャズフェス

ティバル、応援よろしくお願いします 

大野君⋯横山さん 先日はありがとうございました 

石上君⋯先日 保土田さんに大変お世話になりました 

岡本君⋯暑いです。どうにかして下さいニコニコ

委員長！ 

白子君⋯良い事がありました 

横山(巖)君⋯猛暑に負けずに頑張ろう 

岩倉君⋯熱中症に気をつけましょう。ゴルフには

特に！ 

松井君⋯毎日お暑うございます。真夏の到来が早

くなって来ましたね。皆様御身大切に！ 

山本(和)君⋯先日はお忙しい中 新橋までお集まり

下さいまして ありがとうございました 

関口君、田中(吉)君⋯山本(和)さん 先日はお世話

になりました 

多賀君⋯先日は山本(和)さん ご馳走になりました 

横山(鉄)君⋯7/1 は皆様どうもありがとうござい

ました。山本(和)さん ご馳走様でした 

森田君⋯第3回クラブ協議会 7/22(月)宜しくお願

い致します 

高田君⋯梅雨があけて本格的な夏がスタート。暑

さに負けず 歳にも負けず 頑張るぞ！ 

田中(伴)君⋯今週末に楽しいイベントが 2 つあり

ます 

菅谷君⋯岩倉さん 先日はありがとうございました 

川野君⋯田中(伴)さん 先日はお世話になりました。

ありがとうございました 

市川君⋯ニコニコご苦労様です 

須賀君⋯ニコニコ久保委員長・多賀副委員長       

頑張れ！ 

森君⋯暑いですね。ニコニコ頑張って下さい 

 

本日合計   58,000 円 

今期累計      185,000 円 
 

                                   ～ RI 会長紹介 ～ 
 
 

                   ロン D. バートン 

 

RI 会長（2013-14 年度） 

RI 理事（1998-2000 年度） 

Ｒ財団管理委員会副委員長（2008-09 年度）、 

管理委員（2006-10 年度） 
 

ロン D. バートン氏は、2007 年、オクラホマ大学財

団会長の職を最後に引退しました。米国連邦最高裁

判所弁護士協会、オクラホマ州弁護士協会、クリー

ブランド郡弁護士協会の会員、米国弁護士会の会員

として、非課税法人委員会、米国弁護士会慈善組織

のための不動産・遺言検認・信託委員会の委員も務

める同氏は、米国ボーイスカウトのラスト・フロン

ティア・カウンシルの副会長を務め、シルバー・ビー

バー賞を受賞しています。また、ノーマン・ユナイ

テッド・ウェイのジュニアリーグ・ボランティア最

優秀市民賞も受賞しています。 

1979 年以来のロータリアンであるバートン氏は、米

国オクラホマ州ノーマン・ロータリー・クラブの元

会長で、現会員です。これまでに、地区ガバナー、

規定審議会代表議員（1992 年および 1995 年）、国

際協議会グループ討論リーダーとモデレーター、ゾー

ン研修リーダー、ロータリー情報カウンセラー、委

員会やタスクフォース・メンバー、RI 会長代理、RI

会長のエイド、2011 年ニューオーリンズ国際大会委

員長を歴任しました。また、理事会では、執行委員

会、運営委員会、監査委員会の委員も務めました。  

さらに、ロータリー財団開発委員会のコンサルタン

ト、恒久基金米国アドバイザー、ロータリー財団地

域コーディネーター、インターナショナル・ポリオ・

プラス委員会委員、恒久基金リーダーシップチーム

のメンバー、ポリオ・プラス広宣部メンバー、ロー

タリー財団地域コーディネーター研修プログラムの

モデレーターを務めた経験もあります。2006-10 年

度はロータリー財団管理委員、2008-09 年度は財団

管理委員会副委員長、また、未来の夢委員会委員お

よび副委員長も務めています。  

RI 超我の奉仕賞、ロータリー財団功労表彰状、ロー

タリー財団特別功労賞、ポリオのない世界を目指す

奉仕賞の受賞者でもあるバートン氏は、ジェタ夫人

と共に、ポール・ハリス・フェロー、ベネファクター、

大口寄付者、ポール・ハリス・ソサエティ、遺贈友

の会、アーチ C. クランフ・ソサエティの会員でもあ

ります。  


