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[本日の卓話] ９月２８日 
 
「 ＥＮＤ ＰＯＬＩＯ ＮＯＷ  

      ― いまこそポリオ撲滅の時 」 
 

第2580地区米山奨学委員会副委員長 嶋村文男 様 

（ 紹介者：当クラブ会員 田中吉嗣 君 ） 

 

[次回の卓話] １０月５日         
 

  
米山奨学生 ティリ，ティサーさん 

 

（ 紹介者：当クラブ会員 中山直幹 君 ） 

・・・・・・・・・・・・・ 第２３６５回  ２０１５年９月１４日  例会報告 ・・・・・・・・・・・・・ 
 

■点鐘・ロータリーソング・今月の歌 

「 我等の生業 」「 夏の思い出 」 

■来客紹介 

○ビジター２名 

南 波 義 弘 様（ 東京葛飾ＲＣ ） 

小 泉 輝 雄 様（ 東京葛飾ＲＣ ） 

■出席状況報告（前々回訂正出席率） 

50名中 46名出席 出席率 100％ (8/31…100％) 

■９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  田中(吉)会員 ） 

■会長報告 

○ロータリー米山記念奨学会 評議員を任期満了に

よりご退任となられました上野操会員へ、感謝状

を贈呈致します 

■幹事報告 

○本日 例会終了後、２Ｆ「藤の間」において９月

度の理事役員会を開催致します 

○先週行われたガバナー訪問のお礼状が届きました

ので、週報へ掲載致しました 

○いわき勿来ＲＣより「2015-16年度年次計画書・

2014-15年度年次報告書」が届きましたので ご回

覧下さい 

○例会 部屋変更のお知らせ。次回 9/28(月)の例会

は２Ｆ「瑞雲の間」に変更となりますので ご了承

下さい 

○東分区ＩＭのご案内。日時→11/4(水)14 時 30 分

～、会場→東武ホテルレバント東京、ホスト→  

東京臨海東ＲＣ。詳細を FAXさせて頂きますので

大勢の方のご登録をお願い致します 

■委員会報告 

○青少年奉仕委員会(久保委員長)…9/8(火)銀座フ

ェニックスプラザで開催の、地区青少年奉仕全体

会議に、増田地区ＲＡＣ委員・久保の２名で出席

致しました 

○国際奉仕委員会(関口委員長)…9/10(火)ハイアッ

トリージェンシーで開催の地区国際奉仕委員長会

議に、須賀会長・関口の２名で出席致しました。

今年度、韓国・ソウルで行われる世界大会の日程

は、5/28～6/1までの５日間と決定いたしました 

○ロータリー情報委員会(山本和夫委員長)…１０月

に第１回家庭集会を行います。案内文を FAXさせ

て頂きますので、10/5(月)迄に出欠の連絡をお願

い致します 
 
■本日の卓話「 食品小売業 」 

 
当クラブ会員 岩楯信一 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      84,000 円 

今期累計  1,168,000 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-16 年度９月 理事･役員会報告 

日時 ：２０１５年９月１４日(月) 

場所 ：タワーホール船堀 2Ｆ「 藤の間 」 

出席者 ： 

理事、役員 須賀、荒井、森田、田中(伴)、

小林、多賀、山本(昌)、関口、久保、武田、 

横山、山本(和)(直前会長) 

会計監査 稲山 親睦活動委員長 田中(吉) 

［記録係：副幹事 芦﨑］( 以上 15 名 ) 
 

＜協議事項＞ 

1. 職業分類開放の件…承認 

・Ｆ－５ 食品工業  

コンビニエンスストア 

2. 新入会員候補者 佐久間唯一氏 入会の件 

               …承認 

＜報告事項＞ 

1. ８月収支報告…小林会計より 

2. ボーイスカウト江戸川第５団ビーバース

カウト隊への隊旗寄贈追加報告 

・10 月 26 日(月)の例会席上にて、 

隊旗の贈呈式を行う 

3. 米山梅吉記念館 会館修理寄付の件 

・米山奨学委員会から、 

例会の委員会報告にて、 

寄付に対しての説明を行う 

4. 茨城県台風１８号等水害に対する義捐金

の件 

・当クラブの独自対応も含め、 

今後地区等からの依頼あれば、 

協議の上検討したい 

5. インターシティ･ミーティング人頭分担

金について 

・会員１人＠１万円×５０名分を、 

分区諸会費より支払います 
 

 

 

東京葛飾ＲＣ南波様、小泉様…山本(和)さん・

西川さん 一年間お世話になりありがとう

ございました。9/30 欠席で申し訳ありませ

ん。次回を楽しみに 

山本(和)君、西川君…東京葛飾ＲＣ南波直前

会長・小泉直前幹事 ようこそいらっしゃい

ました。ありがとうございます 

大野(平)君…南波さん いらっしゃいませ。 

昨日はお世話になりました 

中山君、久保君…岩楯さんの卓話楽しみです 

森田君、伊東君…スーパーヤマイチ社長、  

卓話頑張って下さい！ 

誕生日祝いを頂いて  須賀君…今日 9/14 61

才の誕生日を迎えました／田中(吉)君・木

本君…ありがとうございます 

奥様誕生日祝いを頂いて 岩倉君…年女です。

さて何歳でしょう／後関君…年はいくつか

忘れました。かなり昔の事です／須賀君・

菅谷君…きれいなお花をありがとうござい

ました 

結婚記念日祝いを頂いて  大野(達)君…あり

がとうございました。55 年 忘れてました

／武田君…妻にも言われて思い出しました。

ありがとうございます／山本(昌)君…記念

日に家族で食事を楽しみました 

出席 100％祝いを頂いて 上野君・松井君 

増田君…梅田さん パーティー欠席申し訳あ

りませんでした。ご活躍をお祈り致してお

ります 

横山君…東商祝賀会ありがとうございました。

大野(平)さん お世話様でした 

大野(平)君…横山さん・保土田さん、昨日は

大変お世話になりました 

大野(達)君…松井さん 鎌ケ谷名産を頂きあ

りがとうございました 

多賀君…後関さん とても美味しかったです。

いつもありがとうございます 

松井君…荒井さん・多賀さん 本日はわざわざ

ありがとうございました 

関口君…地区国際奉仕セミナーでは、須賀会

長にお世話になりました 

稲山君…バーリンゲイムＲＣ委員会 頑張り

ます 

岡本君、荒井君…ニコニコご苦労様です 

田中(伴)君…ニコニコ頑張って下さい 

川野君…ニコニコご協力ありがとうございま

す 

芦﨑君…ニコニコ宜しくお願い致します 
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