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[本日の卓話] ６月１５日 
 
 

「 ガバナー補佐としての一年を顧みて 」 
 
 

東分区ガバナー補佐  伊藤三千男  様  
 

 

[次回の卓話] ６月２２日         

「 五大奉仕委員長 年間活動実績報告 」 
 

クラブ奉仕委員長    後関和之  
職業奉仕委員長     飯田   弘  
社会奉仕委員長     森   清正  
国際奉仕委員長     菅谷政樹  
青少年奉仕委員長    田中伴司  

・・・・・・・・・・・・・ 第２３５３回  ２０１５年６月１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 
〇ご来賓 1名 
ティリ,ティサーさん（ 米山奨学生 ） 

〇ゲストー1名 
大 澤 文 誉 様（ 大澤会員ゲスト ） 

〇ビジター1名 
須 賀 精 二 様（ 東京東江戸川 RC ） 

■出席状況報告（前々回訂正出席率） 
  52名中 45名出席 出席率 95.74％(5/18…98.1％) 
■６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  関口会員 ） 

■会長報告 

〇６月分 米山奨学金 授与 

■幹事報告 

〇ロータリーの友・ガバナー月信 6月号をラックへ

配布致しました 

〇地区大会の報告書が届きましたので、登録頂いた

方々のラックへ配布致しました。また、Photo 

MovieのＤＶＤも届きましたので、ご覧になられ

る方は、事務局より借り受けて下さい 

〇 6月のロータリーレートは、1ドル 118円です 

〇姉妹クラブ いわき勿来 RC より週報が届きました

のでご回覧下さい 

〇例会終了後、2Ｆ「松・桜の間」において合同理事

役員会を開催致します 

〇次週 6/8(月)は「特別休会」です 

〇次回 6/15(月)の例会は、今年度 伊藤ガバナー補

佐、次年度 羽鳥ガバナー補佐のクラブ訪問日です 

■委員会報告 

〇社会奉仕委員会(森委員長)…ロータリー希望の風

奨学金への寄付お願いを、近日中に FAX させて頂

きます 

〇WCS 委員会(森田委員長)…ネパール地震に対する

義援金で、会員の皆様より 267,527 円の寄付を頂

きました。WCS委員会の予算から 10万円を加えて

地区を経由して送金致しました 

〇バーリンゲイム RC 委員会(山本(昌)委員長)…

7/25(土)～8/4(火)の間４名の高校生が来日しま

す。男女それぞれ２名で増田、岩倉、荒井、菅谷

各会員がホストファミリーとなって受入れて頂き

ます                         → ２ページへつづく 

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       71,000 円 

今期累計   2,669,496 円 

2014-15 年度・2015-16 年度 

合 同 理 事 役 員 会 報 告 
 
日  時：2015 年 6 月 1 日(月) 13：40～ 

場  所：タワーホール船堀 2Ｆ｢ 松・桜の間 ｣ 

出席者：山本(和)、須賀、後関、西川、菅谷、

高田、金子(栄)、田中(伴)、岩倉、森、

飯田、大野(達)、久保田、田中(吉)、    

(次年度)荒井、森田、多賀、関口、   

横山、山本(昌)、小林、武田、  

        [記録係]柴田､伊東､芦﨑(以上 25 名) 
 

 マツヤサロン･ピアニストお中元の件  

〇例年通りとする 

 事務局員賞与の件  

〇例年通り支給する 

 創立５２周年記念例会・祝賀会の件  

〇８月３日(月)に実施、奥様会費は 5,000

円とする。招待者は例年通りとし、次年

度執行部に一任する。 

 白子英城会員 退会届の件  

〇６月末日付 

 ５月収支報告 … 高田会計より 

 バーリンゲイムＲＣより７月２５日(土)

から８月４日(火)迄、青少年の受け入れ

をします。ホストファミリーは増田、岩倉、

荒井、菅谷各会員。そして、関東一校の  

ＩＡＣ及びインターナショナルクラブの

協力を受けます。 

--------------------------------------- 
→1 ページ 例会報告  続き 

■委員会報告 

〇釣り同好会(後関委員長)…6/14(日)に釣っ

た魚を食べる会を午前 11 時頃より関口邸

で行います。参加される方をお待ちしてお

ります 

〇次年度 田中幹事…次年度 第 2 回クラブ協

議会のお知らせ。次回 6/15(月)例会終了後、

｢松・桜の間｣で開催致します 

■本日の卓話 
 

「 親睦活動委員長  

としての一年」 
 

当クラブ会員  岩楯信一君  

 

 

 
 
東京東江戸川 RC 須賀様…お世話になります 

岩楯君…本日 親睦活動の卓話をさせて頂き

ます 

西川君…岩楯さん 本日の卓話を宜しくお願

い致します 

大野(平)君…岩楯さん 本日の卓話楽しみに

しています 

誕生日祝いを頂いて  金子(栄)君…お陰様で

本日 86 才の誕生日を迎えました／関口君

…65 才になります 

奥様誕生日祝いを頂いて  大野(達)君…家内

の誕生日のお花を楽しみにしています／

岡本君…愛妻のお祝いです／上野君、森君 

結婚記念日祝いを頂いて  市川君／荒井君…

明日は結婚記念日なので忘れずに食事に

行きます／川野君…結婚 25 年目を迎えま

した。妻に感謝です 

出席 100％祝いを頂いて 中山君、山本(昌)君

／田中(伴)君…これからもご指導宜しく

お願い致します／川野君…皆様のお陰で 5

年目を迎えることが出来ました。今後もご

指導の程宜しくお願い致します 

武田君…地区職業奉仕委員会が 5 月末に開か

れ、全ての業務が無事に終わりました。  

皆様のお陰で勉強する事が出来ました。 

ありがとうございます 

森田君…ネパール地震義捐金 ご協力に感謝

申し上げます。ありがとうございました 

増田君…バーリンゲイムからいらっしゃる学

生さんをお預かりします 

横山君…多賀さん美味しいものありがとう。

団体の総会シーズン終わりました 

山本(和)君…息子の嫁が本日入社しました。

これで妻が早々に退職出来ます。美穂さん

ありがとう 

多賀君…先週、京都の東本願寺にて宮家専用

の部屋で昼食を頂いてきました。田中(伴)

さん昨日はありがとうございました 

柴田君…伊東さん 先日は大変お世話になり

ました 

飯田君…ニコニコ頑張って下さい。もう一ケ

月ですね 

森君…ニコニコご苦労様です 

小林君…いつもご協力ありがとうございます。

今年度もあと１ケ月となりました。目標達

成のため皆様の御協力をお願い致します 


