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[本日の卓話] ９月７日 
  

「  ガバナー講評  」 
 

国際ロータリー第2580地区ガバナー 鈴木 喬 様 

 

[次回の卓話] ９月１４日         
  

「  食品小売業  」 
 

当クラブ会員  岩楯信一 君 

・・・・・・・・・・・・・ 第２３６３回  ２０１５年８月３１日  例会報告 ・・・・・・・・・・・・・ 
 

■点鐘・ロータリーソング 
「 手に手つないで 」「 四つのテスト 」 

■来客紹介 
○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） 
50名中 42名出席 出席率 89.36％ (8/10…100％) 

■会長報告 

○元会員 伊藤太一様が 8月 28日に逝去されました

(享年 74 歳)。通夜 9/2(水)、告別式 9/3(木)に 

平井聖天燈明寺にて執り行われます 
■幹事報告 
○次週 9/7(月)はガバナー公式訪問日です。第 4回
クラブ協議会は、｢蓬莱の間｣で 11:15～開始です
ので、ご参加者は 11:10 迄にご着席下さい。   
例会終了後 写真撮影を行いますので、上着・  
ネクタイのご準備をお願い致します 

○９月の理事役員会・お祝いは、第 2週の 9/14(月)
に変更となりますのでご了承下さい 

○９月のロータリーレートは、1ドル 124円です 
■委員会報告 
○職業奉仕委員会(多賀委員長)…職業奉仕セミナ
ー開催のご案内。9/28(月)・10/26(月)の 2 回、
例会終了後 13:40～｢松･桜の間｣で開催致しま
す。進行を武田副委員長(2014-2015 年度地区職
業奉仕委員会副委員長)にお願いしております。

ご案内と簡単なアンケートを FAX 致しますので、
ご返信及び多数のご出席をお願い申し上げます 

○ﾊﾞｰﾘﾝｹﾞｲﾑ RC 委員会(山本(昌)委員)…ﾊﾞｰﾘﾝｹﾞｲﾑ
RC小林会員より今回の交換留学に対する報告とお
礼状が届きまし
た。 

  
①交換留学生がﾊﾞｰﾘ
ﾝｹﾞｲﾑ RC 例会時に
体験報告を致しま
した 

 
 
 
②今回の交換留学が
地元新聞に写真入
りで掲載されまし
た 

 
 
 
○長尾会員が病気療養明けにて久しぶりに例会参加
なされ、経過報告とご挨拶がありました 

■本日の卓話 
 
「 クラブ奉仕関連各委員会について 」 

当クラブ会員 森田知行 君 

Weekly Report 

Ｂｅ ａ ｇｉｆｔ ｔｏ ｔｈｅ ｗｏｒｌｄ

Encounter to Rotary and Improve Yourself

東京江戸川ロータリークラブ 



                                

本日合計      63,000 円 

今期累計  1,006,000 円 

 
 
 

（東京江北ＲＣ） 

 
 

 

生年月日  １９４２(昭和１７)年８月１９日生 

事 業 所  株式会社鈴木商事 

学    歴  １９６５年３月 

慶應義塾大学法学部卒 

職    歴 

 １９６５年４月 川上土地建物株式会社入社 

 １９６８年３月    同社     退社 

 １９６８年４月 株式会社鈴木商事  入社 

 １９８２年１月    同社  代表取締役  

現在に至る 

 ２０１０年９月 株式会社ニューブリッヂ 

（ビックリヤグループ） 

                相談役就任  

現在に至る 

ロータリー歴（ 職業分類：不動産業 ） 

 1989年7月    東京江北ロータリークラブ入会 

 1995～1996年度 クラブ幹事 

 1996～2000年度 地区米山奨学委員 

 1999～2000年度 東分区幹事 

 2000～2001年度 地区米山奨学委員長 

 2001～2004年度 (財)米山記念奨学会 

学務学友専門委員 

 2001～2005年度 (財)米山梅吉記念館評議員 

 2003～2004年度 クラブ会長 

 2008～2009年度 東分区ガバナー補佐 

 2009～2010年度 地区拡大増強委員 

 2010～2012年度 地区米山奨学委員 

 2012～2013年度 地区副幹事 

 

 ロータリー財団メジャードナー 

 ベネファクター 

 米山功労者 

 
■誕生日お祝い 

須賀君  田中(吉)君  木本君 

■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  武田君  山本(昌)君   

■例会出席 100％お祝い 

上野君(41 回)  保土田君(40 回) 

松井君(21 回)  
 

 

 

 

 

 

森田君…本日 卓話をさせて頂きます 

大野(達)君…森田副会長 卓話期待していま

す。フォーラム欠席で申し訳ございません 

横山君…森田副会長 卓話ご苦労様。今日だけ

副会長代行です 

芦﨑君､大野(平)君…森田さん 卓話楽しみに

しております 

出席 100％祝いを頂いて  大澤君…長く生き

続けました。これからも宜敷／長尾君､久保

田君…ありがとうございます 

増田君…長尾さん 元気でおめでとう 

佐久間君…長尾さん お元気なお体で例会に

出席されホッとしました 

飯田君…山本 (和 )さん  先日はいろいろと 

ありがとうございました 

山本(和)君…飯田さん 先日はありがとうご

ざいました。お世話を掛けますが 宜しくお

願い致します 

菅谷君…飯田さん ありがとうございました 

多賀君…待望の車がやっと入りました。松井

さん･荒井さん ありがとうございました 

小林君､川野君…多賀さん 納車おめでとうご

ざいます 

保土田君…うれしい事がありました 

松井君…何か良い事が起きますように！ 

田中(伴)君…短い夏休みでしたが、楽しい事

がありました 

川野君…先日 娘が大学の舞台公演で主役を

演じました。親の方が緊張しました 

川野君､伊東君､芦﨑君…柴田さん いつも写

真をありがとうございます 

須賀君､岩楯君…ニコニコ頑張れ！ 

岡本君､関口君…ニコニコご苦労様です 
 
 

【９月受付当番】 宇多君・西川君・小林君 


