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[本日の卓話] ４月２０日 
 

「 サラリーマン時代と 

ロータリーとの関り 」 
 

当クラブ会員   伊東兼一  君  
 

 

[次回の卓話] ４月２７日         
 
 

「   寺(仏教 )あれこれ   」 
 
 

当クラブ会員   木本龍道  君  

・・・・・・・・・・・・・ 第２３４７回  ２０１５年４月１３日  例会報告 ・・・・・・・・・・・・・ 
 

■点鐘・ロータリーソング・今月の歌 
「 我らの生業 」「 春の小川 」 

■来客紹介 
〇ゲストスピーカー1名 
  朝  倉  靖 様（葛西昌医会病院 循環器センター長） 
〇ゲスト 3名 
村 瀬 恵 子 様（ 葛西昌医会病院 ） 
大  野  平 様（ 横山会員ゲスト ） 
大 澤 文 誉 様（ 大澤会員ゲスト ） 

〇ビジター2名 
須 賀 精 二 様（ 東京東江戸川 RC ） 
野 木 芳 宏 様（ 東京ベイ 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 93.47％(3/30…100％) 
■会長報告 
〇親クラブであります東京東 RCが、創立 60周年を
迎えました。4/10(金)ホテルニューオータニに於
いて創立記念例会が開催され、西川幹事と出席し
て参りました 

〇親睦旅行参加報告。詳しくは、親睦活動委員会  
岩楯委員長より報告致します 

〇4/10(金)に関東第一高等学校の入学式に出席し
ました 

■幹事報告 … なし 
■委員会報告 
〇親睦活動委員会(岩楯委員長)…4/11(土)～

12(日)に職業奉仕委員会と協賛で親睦・研修旅行
に行ってきました。15名の参加で山梨のワイナリ
ー工場及びサントリー白州蒸溜所見学でした。現
地では天気も持ち直し、楽しい旅行となりました 

〇ゴルフ同好会(関口委員長)…4/17(金)RE-5ゴルフ
コンペの集合時間は AM6:45です。3名のお手伝い
の方ありがとうございます。宜しくお願い致します 

〇健康管理委員会(柴田副委員長)…脳卒中の予防に
は血圧の管理が大切です。特に朝起きた時の血圧
測定が望ましいです 

〇いわき勿来ＲＣ委員会（森田委員長）…4/9(木)に
いわき勿来ＲＣと合同親睦ゴルフコンペを行いま
した。優勝者は 2530地区パストガバナー渡邉公平
氏でした 

〇次年度 田中幹事…次年度開始に先立ち、会員名簿
作成の準備を始めます。FAX にて送付致しますの
で、名簿記載事項に変更がある方はご返信下さい。
写真を変更する場合には、原画又はデータをお送
りください 

■本日の卓話  

「  知っておきたい心臓のはなし  」 
 

葛西昌医会病院  

循環器センター長  朝倉 靖 様 

（紹介者：当クラブ会員  森清正 君） 

Weekly Report 
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東京江戸川ロータリークラブ 
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本日合計        59,000 円 

今期累計   2,256,496 円 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
４月９日(木)姉妹クラブである いわき勿来
ロータリークラブとの親睦ゴルフ会が、今年
も桜満開の茨城県笠間市にある｢桜の宮ゴル
フ俱楽部｣で開催されました。 
前日の季節はずれの雪に、向かう車窓から見
える山々はうっすらと白く、当日快晴にもか
かわらず、冷たい風が吹き渡っていました。
しかし、桜色に染まった景色に心が癒され温
まり、互いのロータリアンが思い思いの会話
に熱中し、次年度会長同士による計画予定も
発表され、総勢１９名の参加者により、和気
あいあいと気心の通った、有意義な親睦ゴル
フ会でありました。 
尚、優勝は 渡邉公平パストガバナーでした。  
ご参加の皆さん、早朝よりありがとうござい
ました。（ いわき勿来 RC委員長 森田知行 記 ） 
 

 

  
東京東江戸川 RC 須賀様…お世話になります 

東京ベイ RC 野木様…いつもお世話になり あり

がとうございます 

結婚記念日祝いを頂いて  宇多君…ありがとう
ございます。早いものです 

森君…柴田さん、卓話のご紹介 大変ありがとう
ございます。朝倉先生、本日は宜しくお願い
致します 

柴田君…朝倉先生 宜しくお願いします 
大野君、伊東君…葛西昌医会病院 朝倉先生の卓

話、楽しみにしています 
森田君…葛西昌医会病院 朝倉先生、村瀬さん 

ようこそ 
関口君、田中(吉)君、久保君…いわき勿来 RC  

親睦ゴルフコンペでは大変お世話になり  
ありがとうございました 

山本(和)君、西川君、岡本君、飯田君、横山君、
後関君、中山君、須賀君、多賀君、川野君…
親睦旅行ご参加の皆さん、大変お世話になり
ありがとうございました。楽しかったです。
岩楯親睦活動委員長ご苦労様でした 

久保君、芦﨑君…親睦旅行参加出来ず残念でした 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
セ･ソウルＲＣ創立 47 周年記念例会に、山本
会長はじめ 13 名(内ゲスト 3 名)で出席して
参りました。 
3/25(水)10：30 羽田空港に集合、団結式を行
い、２泊３日の日程で羽田を飛び立ちました。
午後３時頃 目的地 金浦空港に到着し、セ･ソ
ウルＲＣ会員の皆様の熱い歓迎を受けました。
今年入会したという 女性会員の方が、大変 
日本語が堪能で、何かと私共のお世話をして
頂き、非常に助かりました。 
記念例会は、到着日の 18:30～ｸﾞﾗﾝﾄﾞｲﾝﾀｰｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙ
ｿｳﾙﾊﾟﾙﾅｽで行われました。私共の他に姉妹クラ
ブの仙台北、香港東(Hong Kong Kowloon East)
のメンバーそして 3650 地区の李泳鎬ガバナーの皆様
方が出席されておりました。祝賀会では、ソプラノ歌
手やテノール歌手の本格的な歌唱や、韓国の琴、尺八
様の横笛といった民族楽器の演奏で大変盛り上がりま
した。 
滞在中の
３日間は
天候にも
恵まれ、
楽しい旅
であった
ことは確
かですが
姉妹クラ
ブとも十
分な親睦
を育めた
ものと思
っております。参加して頂いた会員の皆様に、 
感謝致します。              （ 西川幹事 記 ） 
 
保土田君…良い事がありました 
荒井君…千葉県議会議員選挙に於いて、義兄が

無事に 3 期目の当選をさせて頂きました 
増田君…宇多さんに大変お世話になりました 
川野君…柴田さん  先日は大変お世話になり  

ありがとうございました 
木本君…ニコニコ頑張って下さい 
小林君…いつもニコニコ御協力ありがとうござ

います 

いわき勿来ＲＣ親睦ゴルフコンペ セ・ソウルＲＣ訪問報告 


