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[本日の卓話] １１月１７日 
 

「   民間航空機の事故    」 
 

当クラブ会員  菅谷政樹 君 

（ 紹介者：当クラブ会員  久保克 君 ） 

 

[次回の卓話] １２月１日 
         

「   寿司は世界の共通語    」 
 

有限会社さかえ寿司 代表取締役  風戸正義 様 

（ 紹介者：当クラブ会員  多賀之雄 君 ） 

・・・・・・・・・・・・・ 第２３３０回  ２０１４年１１月１０日  例会報告 ・・・・・・・・・・・・・ 
 
■点鐘・国歌斉唱・ロータリーソング 
「 君が代 」「 奉仕の理想 」 

■来客紹介 
〇ゲストスピーカー1名  
田 村 純 治 様（ 地区資金推進委員長 ） 

■出席状況報告（前々回訂正出席率） 
  51名中 42名出席 出席率 91.30％(10/20…100％) 
■11月のお祝い 

〇誕生日・奥様誕生日・結婚記念日・出席 100％ 
■誕生日の歌（ スピーチ 久保会員 ） 
■会長報告 

〇姉妹クラブ台北東 RC 創立 51 周年記念例会に出

席して参りました。詳しくは、多賀委員長より報

告致します 

〇11/7(金) 東分区 IMに参加致しました。盛大なミ

ーティングであり、懇親会でありました 

〇米山特別寄付 功労者 9 名(保土田､岡本､市川､荒

井､関口､西川､多賀､岩楯､小林､各会員)へ感謝状

の贈呈 

■幹事報告 
〇ロータリーの友・ガバナー月信 11月号をラック
へ配布致しました 

〇例会終了後、2Ｆ｢藤の間｣において理事役員会を
開催致します 

〇IMの資料を、ご参加されなかった方々のラックへ
配布しましたので ご一読下さい 

■委員会報告 

〇Ｒ財団委員会(保土田委員長)…Ｒ財団地区補助金

奨学生 髙橋亮君より、近況報告のメールが届きま

した。回覧しますのでご覧ください 

〇台北東 RC委員会(多賀委員長)…11/7(金)～9(日)

に台北東 RC 創立 51周年記念例会に 17名で出席

して参りました。盛大な創立記念例会でした 

〇国際奉仕委員会(菅谷委員長)…11/4(火)ロイヤル

パークホテルにて開催の地区国際奉仕委員長会議

に出席致しました。本年の国際大会は、サンパウ

ロ(ブラジル)で開催されます。行程 30時間程かか

る場所です 

〇青少年奉仕委員会(田中(伴)委員長)…①地区青少

年奉仕活動のアンケート調査がきています。職場

体験受入れにご協力をされた方を対象に、活動内

容を調査させて頂きますので宜しくお願い致しま

す ②東京東江戸川 RCよりエコキャップの回収依

頼がきております。11/17(月)に回収いたしますの

で、例会場へご持参下さい 

〇いわき勿来 RC 委員会(森田委員長)…12/3(水)の

いわき勿来 RC例会に出席して参ります 

〇ゴルフ同好会(関口委員長)…第 1回ゴルフコンペ

を 12/2(火)に行います。12/15(月)の東分区懇親

ゴルフ大会は、第 2回ゴルフコンペとなります 
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日  時：2014 年 11 月 10 日(月) 13：40～ 

場  所：タワーホール船堀 2Ｆ｢ 藤の間 ｣ 

出席者：理事、役員 山本(和)、須賀、西川、 

森、菅谷、田中(伴)、岩倉、金子(栄)、 

会場監督 田中(吉) 会計監査 大野 

親睦活動委員長 岩楯 

［ 記録係：副幹事 柴田・伊東 ］以上 13 名 
 

＜協議事項＞ 

１. 忘年家族会 予算の件→承認 

〇岩楯親睦委員長より予算案について 

説明がありました 

 ①ゲスト参加費 

  ・大人、高校生、中学生、→＠15,000 円 

  ・小学生        →＠10,000 円 

  ・幼児（食事あり）   →＠ 5,000 円 

 ②アトラクション 

・「 ソウルバードクワイア 」ゴスペルライブ 

２. ｢ロータリー希望の風奨学金」への 

支援対応の件→承認 

〇具体的手続きについては、社会奉仕委

員会で検討する 

３. 地区大会選挙人(代議員)の件→承認 

〇山本(和)会長・西川幹事の２名 

４. 年次総会 開催日の件→承認 

〇12/8(月)例会終了後に開催 

＜報告事項＞ 

１. 10 月収支報告 … 西川幹事より 

２. 江戸川区民まつり (10/12(日 )開催 )に、

RE-5 全体で参加した結果報告がありました 

  

■委員会報告  
〇米山奨学委員会(横山(巖)委員長)…米山

特別寄付を計 19 名より頂きました。あり

がとうございました 

〇バーリンゲイム RC 委員会(山本(昌)委員

長)…｢交換留学生受け入れアンケート｣未

提出の方は、返信を宜しくお願い致します 

〇釣り同好会(岩楯副委員長)…11/30(日)開

催の｢釣った魚を食べる会｣にご参加下さ

い。出欠の FAX を送らせて頂きます 

■本日の卓話 

「 ロータリー財団について 」 
 

地区資金推進委員長   
田村純治 様 

 
（紹介者：当クラブ会員  保土田守彦 君） 

10 月 27 日(月)13:40～、飯田職業奉仕委員長
の進行で、カウンセラーを保土田元会長にお
願いし、山本和夫会長ほか 26 名の出席で開催
されました。 
まず、山本会長の挨拶を頂き、保土田カウン
セラーが就任の挨拶と今回のテーマ｢私の職
業について｣の説明と、職業は愛の心と高い倫
理観が肝要であると話され、その後出席者の
方々から活発な発言がありました。それらを
要約し列記しました。 
■社員皆一体となり｢家族同様に接する｣を経

営モットーに 
■医療法人の理念を達成する経営努力を実践 
■専門的モノ作りで社会に奉仕する事により、

社員及び顧客の評価を得ている 
■医師として高い倫理観に基づき患者に接す

るのは当然のことながら、経営と医学は異
なり難しさを感じている 

■三方良しを実践し顧客の喜ぶ姿を励みに 
■｢職業を通じ社会に奉仕｣を心がけて 50 年

近いロータリーライフは良かった 
■ロータリーの心をさらに学び地域に支持さ

れる幼児教育を立ち上げる予定です 
■不動産業に高い倫理観と人間性で職業価値

を向上させている 
■事業は顧客から感謝される経営をし、人と

の出会いを大切に 
■顧客のニーズに充分応える努力をした結果、

得意先に高い評価を得て順調である。さら
にロータリーの奉仕の精神を発揮した経営
に務めたい 

■女性は命を懸けて出産をする。産婦はもと
より家族が安心できる医療に専念している 

■職業人として信頼され依頼を受ける事と、
社員には｢四つのテスト｣を実践指導している 

■135 年続く店を経営環境の変化に対応し、
ロータリーで学んだ教えを生かしてこれか
らも行きたい 

■より新しい情報を得て、逸早く顧客に提供
すること等、相手の立場を尊重する事が大
切である 

■職業奉仕は社会のマナー･モラル･モチベー
ションを仕事に導入し、ロータリーの奉仕
を実践している 

＜保土田カウンセラーより講評＞ 
会員が高い見識、倫理観をもって職業生活に
当てられている良い意見を頂きありがとうご
ざいました。今後も時代の変化に対応し良い
経営を又楽しいロータリーライフを送って下
さい。 
最後に梅田職業奉仕委員より、出席者へ労い
と感謝の言葉があり終了しました。 

（ 副幹事 伊東兼一 記 ） 



                                

                         本日合計   165,110 円   今期累計 1,147,496 円 

 

Ｃグループ家庭集会 報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 2014 年 11 月 4 日(火)18：30～ 

 旬味市場 葛西店    

 クラブ奉仕についてフリートーク 

    関口眞司 

  荒井知久 

 佐久間、宇田川、岡本、飯田、 

金子(栄)、松井、山本(和)、多賀、  

岩楯、柴田、（出席者合計 12 名） 
 
初めに山本和夫会長より挨拶に続き、宇田川

ロータリー情報委員長より家庭集会の主旨説

明など、皆さんの貴重なご意見を頂きたいと

挨拶がありました。 

乾杯の発声は、佐久間元会長より頂き、おい

しい料理やお酒をいただきながらしばらくの

歓談後、今回のテーマは、「フリートーク」で

の家庭集会でしたので、日頃のロータリー活

動について、皆さんよりたくさんの意見を頂

き大いに盛り上がりました。 

忌憚のないご意見も多く頂けたので、今後の

ロータリー活動の参考になりました。 

まだまだ話は尽きなかったのですが、時間の

制約もあり、飯田元会長より閉会の挨拶で幕

を閉じました。 

出席者の皆様ありがとうございました。 

（ サブリーダー 荒井知久 記 ) 
 
 
 
 
地区資金推進委員長 田村様…本日、ロータリ

ー財団の卓話でお伺いしました。どうぞ宜

しくお願いします 

保土田君…本日の卓話を地区資金推進委員長 

田村純治様にお願い致しました。宜しくお

願い致します 

山下君…田村さん 本日の卓話期待しております 

地区米山奨学副委員長 嶋村様…卓話をさせて

頂いて 

Ｄグループ家庭集会 報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 2014 年 11 月 5 日(水)18：30～ 

 ホテルエミオン東京ベイ22階 日本料理Kai 

 クラブ奉仕についてフリートーク 

    小林司 

  川野克博 

 大澤、保土田、岩倉、梅田、後関、  

西川、稲山、柴田、 

（出席者合計 10 名） 
 
小林リーダーの今回のテーマ発表に続き、保

土田元会長より開会の挨拶を頂き、岩倉元会

長の乾杯のご発声で会が始まりました。 

今回のテーマである「クラブ奉仕について自

由討論」ということで、多くの意見を頂きま

した。 

その中で、大澤元会長よりロータリーの原点

である綱領の大切さ、心構えとしてクラブは

一人、一人が集まってクラブになる、個人の

考えが大切であり、組織の考えではない、皆

が意見を出し合って決める事が大切、との意

見を頂きました。この事が、ロータリーの基

本であるアイサーブに繋がるのではないか、

と再認識致しました。 

会も終盤になった頃、ディズ二ーランドの花

火を楽しむことが出来ました。 

最後にクラブ奉仕委員長の後関副会長より、

閉会の挨拶を頂き、閉会しました。 

ご出席の皆様、有難うございました。 

（ サブリーダー 川野克博 記 ) 

 

 

岡本君…大澤さんに大変お世話になりました 

武田君…横山巖さん  江戸川区政功労者表彰 

おめでとうございます 

金子(栄)君…保土田さん 度々お世話になりま

した。ありがとうございました 

須賀君…昨日は 上野さん・久保田さん・山本

(和)さん ありがとうございました 

伊東君…先日のＩＭ 勉強になりました 

武田君…やっとクラブへ来る事が出来ました  



                                

 

Ｂグループ家庭集会 報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 2014 年 10 月 31 日(金)18：30～ 

 和食 穂々     

 クラブ奉仕についてフリートーク 

    森清 正 

  久保 克 

 上野、横山(巖)、久保田、長尾、西川、

山下、後関、宇多、高田、田中(吉)、

伊東、木本、川島、事務局松本、 

（出席者合計 16 名） 
 
はじめに後関副会長より今回の家庭集会につい

てお言葉を頂き、西川幹事より皆さんの貴重な

ご意見を頂きたいと挨拶がありました。 

乾杯のご発声を横山(巖)さんから頂き、お酒を飲

みながら今回のテーマに則り皆さん一人一人の

｢クラブ奉仕について｣を聞かせて頂きました。 

〇クラブ奉仕の基本は例会に出席する事、そし

て親睦を図る事 〇ロータリーが続いている理

由は、それぞれの哲学を話し合い語り合ってい

る 〇ロータリークラブとライオンズクラブと

の違い 〇時間前に着席して例会を待つ 〇以前

はメインテーブルに座る方は、タスキを取った 

等々、皆さん色々なお話が活発に出て大変盛況

でした。 

あっという間に時間が経過してしまい、閉会の

挨拶を長尾さんより頂き、閉会となりました。 

ご出席者の皆様、ありがとうございました。 

（ サブリーダー 久保克 記 ) 

 

 
誕生日祝いを頂いて 横山(巖)君…74 才になり

ます/田中(伴)君…お祝いありがとうござい
ます。59 才になりました/久保君…55 才にな
っちゃいました 

結婚記念日祝いを頂いて 久米君・増田君・佐久
間君・山本(和)君・武田君・森田君・岩楯君
/高田君…今年で結婚満 49年目になり来年は
50 年の喜寿です。このタワーホール小ホール

で一大イベントを計画しています/小林君…
｢石の上にも 3 年｣×8 回、我慢強い夫婦です 

奥様誕生日祝いを頂いて 横山(巖)君・松井君・
関口君/金子(正)君…昨日お花届きました /
田中(吉)君…きれいなお花を頂きましてあ
りがとうございます。又 台北東 RC 訪問の際
に、日月行館でのディナーの時、妻の誕生日
(11/7)にサプライスの誕生日ケーキの演出
をして頂き、妻も大変感激しておりました。
多賀さん、参加の皆様ありがとうございまし
た/柴田君…年と共に体重が増えています。
来年あたりはメタボか？ 

出席 100％祝いを頂いて  久米君・佐久間君 /  
梅田君…これからも皆様よろしく 

多賀君…姉妹クラブ台北東 RC 創立 51 周年記念
例会に出席し 昨日帰国しました。山本会長
はじめ ご参加頂きました皆様、ご協力あり
がとうございました 

山本(和)君・岡本君・横山(巖)君・松井君・関
口君・中山君・森田君・岩楯君…台北東 RC 訪
問の皆様、大変お世話になりました。ありが
とうございました 

梅田君・西川君・田中(吉)君…台北東 RC 訪問で
は、山本会長・多賀委員長に大変お世話にな
りました 

田中(伴)君…山本会長 ご馳走になりありがと
うございました。森田さん・関口さん・多賀
さん お世話になりありがとうございました 

荒井君…台北東 RC 訪問の皆さん ご苦労様でした 
山本(昌)君…家庭集会Ａグループの皆様、参加

ありがとうございました 
家庭集会Ｂチーム…10/31 家庭集会Ｂチーム 15

名参加お疲れ様でした。会費残金はお話した
通り ニコニコに出させて頂きます 

森君…家庭集会ではお世話になりました 
久保田君…森ﾘｰﾀﾞｰ･久保ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ 大変楽しま

せて頂きました。ありがとうございました 
木本君…家庭集会 森さん ありがとうございま

した。荒井さん いつぞやはご馳走様でした。
お礼が遅くなりましてすみません 

荒井君…家庭集会Ｃグループご参加の皆さん 
ありがとうございました 

佐久間君…関口ﾘｰﾀﾞｰ 家庭集会ご苦労様でした。
楽しかったです 

小林君、川野君…家庭集会Ｄグループ御参加の
皆様 お世話になりました。ありがとうござ
いました 

岩倉君…家庭集会で､小林ﾘｰﾀﾞｰ・川野ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ
に大変お世話になりました 

西川君…家庭集会では、ﾘｰﾀﾞｰ・ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰの方々
ありがとうございました 

芦﨑君…寒くなってきました。皆様 お元気にお
過ごし下さい 

中山君、小林君…柴田さん・伊東さん 写真あり
がとうございました 

伊東君…柴田さん 写真ありがとうございました 
久米君…ニコニコご苦労様です 


