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【本日の卓話】 ９月２日 
 

「  最近の労務トピックス  」 
 
 

当クラブ会員     山本 昌之 君            

 

【次回の卓話】 ９月９日 
           

「   戦争が出来る国家となった日本   」 
～ そして、日本は敗れ去った… ～ 

 
 

当クラブ会員     白子 英城 君 
   

 

・～・～・～・～・ 第２２８１回  ２０１３年８月２６日  例会報告 ・～・～・～・～・ 
 

◆点鐘・ロータリーソング 

 「 それでこそロータリー 」「 四つのテスト 」 

◆来客紹介 

●ビジター2 名 

  田 中 保 夫 様（ 東京東江戸川 RC ） 

  今  井   忠 様（ 東京臨海 RC ） 

◆出席状況報告（前々回訂正出席率） 

  50 名中 43 名出席 出席率 93.48％ (8/5…100％) 

◆会長報告 

ありません 

◆幹事報告  

●9 月のロータリーレートは 1 ドル＝100 円です 

●4/10(水)ハイアットリージェンシーで開催された 

地区協議会の報告書が、ホストクラブの東京田無

けやき RC より届きましたので、ご参加された委員

長・地区役員・地区委員のラックへ配布させて頂

きました 

●創立 50 周年記念例会・祝賀会のご案内を、本日 FAX

致します。奥様のご出席都合をご記入の上、返信

をお願い致します 

●8/21(水)荒井副会長・森田の 2 名で参加した RE-5 三

役会で、今年度 RE-5 の行事予定、会員増強を含む

クラブの現状報告発表がありました 

●50AEX を、例会終了｢雅の間｣で開催致します 

◆委員会報告  

●クラブ基金委員会(松井副委員長)…山下会員からク

ラブ基金へご寄付を頂きました 

●山下会員より…ご令室の通夜・告別式 弔問お礼。

SAA・親睦委員会お手伝いのお礼 

●米山奨学委員会(岩倉委員長)…米山梅吉記念館 賛

助会員募集のお知らせ。及び 9/14(土)秋季例祭のご

案内 

●50AEX（横山(巖)委員長）…第 2530 地区 いわき勿

来 RC との姉妹クラブ締結がこのたび決定合意しま

した。会員の皆様へ予め締結文書を FAX 致します 

◆本日の卓話  
    

「   私の職業（税理士）から   」 

当クラブ会員     久保田 光信 君 

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 
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新 川さくら館  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８月４日(日)浅草ビューホテルにて「第 50 回イ

ンターアクト年次大会」が行われました。 

多くの会員の皆様から登録寄付を頂き、大変あ

りがとうございました。 

また当日は、金子栄一さん・稲山雄一さん・そ

して横山巖さんにご参加を頂き大変ありがとう

ございました。 

また、関東第一高等学校 インターアクトクラブ

からは、桑原先生をはじめとして５名の生徒が

参加しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当日は、 

①開会式  

②各インターアクトクラブによる活動報告 

③岩手県宮古市 大津波語り部 元田久美子 

   さんによる記念講演  

④６グループに分かれて 宮古水産高校参加 

   による分科会 

⑤閉会式 

⑥交流会 

の順にて行いました。 

今回のスポンサークラブは東京江北 RC、ホスト

校は潤徳女子高等学校でした。 

次回スポンサークラブは東京リバーサイド RC

が行い、ホスト校は北豊島中学・高等学校となっ

ています。 

次回も、数多くのご参加及び登録を宜しくお願

い致します。 

（  森インターアクト委員長 記 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
          
東京臨海 RC 今井様…ご無沙汰致しております。

幹事の節は一年間(中山会長年度)親クラブの皆

様方には一方ならずお世話になりました。本日

はどうぞ宣しくご指導下さいませ 

東江戸川 RC 田中様…お世話になります 

宇多君…久保田さん 本日卓話楽しみにしていま

す。分り易くお願いします 

菅谷君…久保田さん 卓話宜しくお願い致します 

山下君…先日は皆様には大変お世話様になりまし

た 

荒井君…山下会員ご令室のお通夜・告別式では、

親睦活動委員会・SAA 委員会の皆さんにお手

伝い頂きありがとうございました。田中(吉)さ

ん ありがとうございました 

増田君…ニューオーリンズジャズ ご参加下さい。

楽しいですよ 

久保田君…岩倉さん お世話になりありがとうご

ざいました 

横山(巖)君…久しぶりに涼しい処に行きました。

連チャンスコアはそれなりです 

岩倉君…少し涼しくなりました。ニコニコご苦労

様 

梅田君…難工事がようやくスムースに出来る様に

なりました（四国のダム） 

森田君…暑い 8 月も終わりです。元気に進みま

しょう 

多賀君…孫達と行ったシンガポールで良い事があ

りました 

岡本君、市川君、松井君、関口君…ニコニコご苦

労様です 

宇多君、森君…ニコニコ頑張れ 

 

９月の受付当番  大野君・宇多君・西川君 

本日合計    46,000 円 

今期累計      516,000 円 

 
  ■誕生日お祝い  
     須賀君   田中(吉)君   
            
  ■奥様誕生日お祝い  
     保土田君   岩倉君   後関君   須賀君 
     菅谷君 
         
  ■結婚記念日お祝い  
     大野君   山本(昌)君   武田君 
       
  ■例会出席 100％お祝い 
     上野君(39 回)   保土田君(38 回) 
     松井君(19 回) 

9 月のお祝い 

インターアクト年次大会  
参加報告 

活動報告をする 

増田盛仁偉 

副会長 


