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[本日の卓話] 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 ） 

 

[次回の卓話] １２月８日 
         
「 日本一のエコタウンを目指して 

～江戸川区の環境の取り組み 」  
江戸川区環境部  部長  山崎実  様  

（ 紹介者：当クラブ会員  荒井知久 君 ） 

・・・・・・・・・・・・・ 第２３３１回  ２０１４年１１月１７日  例会報告 ・・・・・・・・・・・・・ 
 

■点鐘・ロータリーソング 
「 君が代 」「 奉仕の理想 」 

■来客紹介 
〇ご来賓 1名  
渡 辺 功 一 様（ 地区大会実行委員長  

東京セントラルパーク RC） 
〇ゲスト 1名  
大 澤 文 誉 様（ 大澤会員ゲスト ） 

■出席状況報告（前々回訂正出席率） 
  51名中 41名出席 出席率 87.23％(10/27…100％) 
■会長報告 
〇地区大会実行委員長 渡辺功一様より、地区大会
への参加・登録のお願い 

〇米山特別寄付 功労者 2名( 田中(伴)会員、須賀
会員)へ感謝状の贈呈。また、米山記念奨学会よ
り｢第39回 米山功労クラブ｣感謝状が届きました 

〇Ｒ財団奨学生 高橋亮君のイギリスでのホストク
ラブ｢Rotary Club of Leytonstone & Woodford｣
より、お贈りした羽子板の礼状が届きました。   
これに対する返信を致しました 

〇台北東 RCより、創立記念例会 出席御礼が届きま
した。これに対する返信を致しました 

■幹事報告 
〇地区大会のご案内を FAX させて頂きますので、   
多数のご登録をお願い致します 

〇例会場 部屋変更のお知らせ。次回 12/1(月)の   
例会は 2Ｆ｢桃源の間｣で開催となります 

〇東京東久留米 RCより、｢水辺公園 10周年記念誌｣
を贈呈頂きましたのでご回覧下さい 

■委員会報告 
〇Ｒ財団委員会(保土田委員長)…①11/11(火)如水
会館にて開催 地区Ｒ財団セミナーに、保土田・西
川幹事で出席致しました。Ｒ財団の資料をラック
に入れましたのでご覧ください ②福島県双葉中学
校への支援の為、Ｒ財団の補助金の一環である   
地区補助金の申請書を出しております 

〇健康管理委員会(柴田副委員長)…健康食品とのお
付き合いでは、正しい知識を身につけましょう。
また快適な睡眠には、規則正しいリズムが大切です 

■本日の卓話 

「   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 ） 
 

■誕生日お祝い          

  金子(正)君  山本(和)君  小林君  川島君      

■奥様誕生日お祝い 
長尾君  久保田君  芦﨑君 

■結婚記念日お祝い 
石上君  川島君 

■例会出席 100％お祝い 
森田君(8回)  森君(5回)

Weekly Report 

Ｌｉｇｈｔ Ｕｐ Ｒｏｔａｒｙ

Ｂｅ ｐｒｏａｃｔｉｖｅ ａｎｄ move ｆｏｒｗａｒｄ

東京江戸川ロータリークラブ 

えどがわ百景 一之江抹香亭 



                                

本日合計        44,000 円 

今期累計   1,191,496 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 11 月 7 日(金)から 9 日(日)の 2 泊 3 日で行ってき
ました。17名(内女性 4名)と今年も多くの方々にご参
加賜り感謝申し上げます。 
 初日は、台北・松山空港に到着後バスに乗り換え、
一路 台中の日月譚に向かいました。時間がギリギリ
となりましたが遊覧船に乗船し湖畔１周の観光を   
１時間ほどしてホテルにチェックインしました。宿泊
したホテルは「日月行館」といい、蒋介石総統の別荘
跡地に建てられ、日月潭を見下ろす素晴らしい景観を
温泉に浸かりながら味わいました。また朝には山水画
を思わせる雲のかかった山々が見られました。 
 2日目は、朝方 臨済宗の中台禅寺をお坊さんの案内
で 2 時間ほど 36 階の一番上まで観て回りました。    
素晴らしい素材が見るところどころに使われており、
これが全て寄付で作られているのにはビックリしま
した。我がクラブからもお布施として、5 万円寄付し
てきました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 昼食後、台北に戻り 18時からの台北東 RC51周年記
念例会に出席しました。 
今年のOlympia 会長はやる気満々で、各テーブルを
何度も廻って祝杯をあげてました。会員の奥様方のダ
ンスや会員の合唱などがあり、賑やかな宴会でした。 
 3 日目は、山本会長主催の昼食会を晶華酒店で開い
ていただき、美味しい広東料理をご馳走になりました。 
今回もハードなスケジュールを作ってしまいました
が、皆様のご協力のお蔭で無事に帰国出来ました事を
感謝申し上げます。ありがとうございました。 

（ 台北東 RC 委員長  多賀之雄 記 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
西川君…地区大会実行委員長の渡辺様 よう

こそいらっしゃいました。地区大会の成功
を祈念しております 

菅谷君…本日の卓話 ヨロシクです 
久保君…本日の卓話 菅谷さん宜しくお願い

申し上げます 
誕生日祝いを頂いて 飯田君・宇多君…ありが

とうございました 
奥様誕生日祝いを頂いて  横山(鉄)君…お花

を頂きましてどうもありがとうございま
す。妻も喜んでおりました 

小林君…横山巖さん 区政功労者表彰 受賞お
めでとうございます 

岩倉君…多賀さん 男のお孫さん誕生 おめで
とうございます 

増田君…お世話になった台北東 RC の方がお
見えになりました 

岡本君…忘年家族会が楽しみな時期になりま
した 

山本(和)君…髙橋亮君 イギリスでのホスト
クラブより、羽子板のお礼状が届きました 

柴田君、川野君…伊東さん･柴田さん･川野さん･
松本さん、11/13 番外家庭集会 F グループで
大変お世話になりありがとうございました 

伊東君…孫の七五三お祝参りしました 
山本(和)君、西川君…多賀さん 写真ありがと

うございました 
川野君…柴田さん 写真ありがとうございま

した 
梅田君、荒井君、関口君、森田君、木本君… 

ニコニコ頑張れ 
大野君…ニコニコ BOX にご協力ありがとうご

ざいます  
 

 

台北東RC訪問記 


