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[本日の卓話] ５月８日 
  
「 最近の労務管理事情について 」 

 
 

当クラブ会員 山本昌之 君 
 

 

[次回の卓話] ５月１５日 
  

「 イニシェーションスピーチ 」 
 

当クラブ会員 中島健午 君 

当クラブ会員 野﨑  信 君 
 

・・・・・・・・・・・・・ 第２４３２回  ２０１７年４月２４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 
○ご来賓２名 
鈴 木 秀 史 様（ 東分区ガバナー補佐 ） 
瀧 澤 一 郎 様（ 東分区幹事 ） 

○ビジター２名 
池 田 正 孝 様（ 東京江戸川中央ＲＣ ） 
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） 
  45名中 38名出席 出席率 95％ (4/10…100％) 
■会長報告  
○本日、鈴木秀史ガバナー補佐第4回クラブ訪問に
伴い、今年度､次年度の 会長・幹事にて、今年度
の活動報告を中心に報告・打ち合わせ会を行いま
した 

○次年度ガバナー補佐の山本(和)さんに一言挨拶を
お願いし、次年度の抱負を語って頂きました 

■幹事報告  
○次週5/1(月)は ｢特別休会｣ です。次回の例会は

5/8(月)となります。お間違えないようお願いし
ます 

■委員会報告 
○(稲山次年度幹事)代行 伊東次年度副幹事 … ①
4/17(月)ハイアットリージェンシー東京で開催さ
れた、地区研修協議会ご出席の13名の皆様ありが
とうございました ②本日18:30～ホテルシーサイ
ド江戸川にて 次年度第1回クラブ協議会が開催さ
れます。関係各位は宜しくお願いします 

○クラブ奉仕委員会(関口委員長)…4/19(水)ホテル
グランドパレスで開催の、地区クラブ奉仕委員長
会議に出席しました 

○IAC委員会(菅谷委員長)…4/22(土)日本大学第一
高等学校で開催の、地区IAC委員会･顧問教師総会
に、今年度IAC委員長 菅谷・次年度IAC田中委員長・
次年度稲山幹事・桑原顧問の4名で出席しました 

○青少年奉仕委員会(小林委員長)…4/23(日)AP西新
宿で開催の、地区青少年奉仕包括成果発表会に、
今年度 青少年交換 西川委員長・RAC岩﨑委員長・
青少年奉仕委員長 小林、次年度 森田会長エレク
ト・稲山幹事、関東第一高等学校IAC 桑原顧問・
大澤会長、東京江戸川RAC 川口会長の計8名で出席
しました 

○親睦活動委員会(柴田委員長)…6/2(金)～3(土)の
職業奉仕・親睦活動合同旅行の案内をFAXしました
ので、ご参加賜りますようお願いします。6/2(金)
はトヨタ工場見学・夜は長良川にて鵜飼見学、3日
(土)はトヨタ博物館見学・熱田神宮参拝を計画し
ています 

○ゴルフ同好会(芦﨑委員長)…①6/16(金)鷹の台CC
で、今年度最後の懇親ゴルフコンペを行いますの
でご参加宜しくお願いします。夜は「いこい」に
て納会を致します ②4/26(水)REー5ゴルフコンペ
が麻倉ゴルフ倶楽部で行われます 

■本日の卓話 
「 出会いに感謝の一年でした! 」 

東分区ガバナー補佐 鈴木秀史 様 

Weekly Report 

ROTARY SERVING HUMANITY

 Ｓｔｕｄｙ Ｒｏｔａｒｙ

東京江戸川ロータリークラブ 

中村勘三郎(初代～13代)松本幸四郎(4代～6代) 

市村羽左衛門(初代～17代)坂東彦三郎(3代～7代)などが眠る 



                                 

  本日合計      69,000 円 

今期累計 2,530,000 円 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2017 年 4 月 12 日(水)、恒例のいわき勿来 RC との
合同親睦ｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾟに参加しました。今回当クラブ
からは 7 名が参加、船堀駅前よりバスにて出発し、
水戸へと向かいました。水戸の「桜ノ宮ゴルフ倶
楽部」に到着し、始めに目にしたのは見事な桜で
した。ちょうど満開で我々を迎えたくれた様で、
天気も良く気分も満開でした。いわき勿来 RC の
方達と記念写真を撮り、総勢 17 名のコンぺとな
りました。優勝は、誠に申し上げにくいのですが、
いわき勿来 RC 委員長の私でした。準優勝は、いわ
き勿来 RC の山下さんでした。ﾌﾟﾚｰ終了後のﾊﾟｰﾃｨ
ｰでは、お互い親睦を深め、次回も楽しみに是非実
施しましょうとお話をし、無事散会となりました。 
ご参加頂いた会員の皆様お疲れ様でした。来年も
是非大勢で参加の程、宜しくお願い申し上げます。 

   （いわき勿来 RC 委員長 久保克 記） 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
日  時：２０１７年４月１７日(月) 
場  所：ハイアットリージェンシー東京 
ﾎｽﾄｸﾗﾌﾞ：東京お茶の水ロータリークラブ 
出 席 者：上野､山本(和)､森田､荒井､多賀､久保､
菅谷､岩楯､芦﨑､中山､田中､稲山､伊東(計 13 名) 
 
国際ﾛｰﾀﾘｰ第 2580 地区研修協議会が開催されまし
た。当ｸﾗﾌﾞからは 13 名が参加しました。女優の真
行寺君枝氏の司会進行のもと、本会議第一部では、
まずは次年度ｶﾞﾊﾞﾅｰの吉田雅俊氏より次年度の 
ｲｱﾝ H.S.ﾗｲｽﾞﾘｰ RI 会長のﾃｰﾏ『変化をもたらす』
の説明とガバナー行動指針である、「感動と調和」
「研修と実践」の発表がありました。その後、各
会場に分かれて、部門別会議が行われました。 
引き続き、本会議第二部では、部門別協議会の 9
部門の委員長から活動計画と方針の報告が行わ
れました。会議終了後には懇親会が行われ、他ｸﾗ
ﾌﾞとの情報交換や親睦を図りました。出席者の皆
様ありがとうございました。最後になりますが、
ﾎｽﾄｸﾗﾌﾞの東京お茶の水ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞの会員の皆様
に感謝申し上げます。    （ 稲山雄一  記 ） 

 
＊誕生日お祝い＊ 

＊奥様誕生日お祝い＊ 

＊結婚記念日お祝い＊ 

＊例会出席 100％お祝い＊ 

  

 

 
東分区ガバナー補佐  鈴木秀史様､東分区幹事瀧

澤一郎様…今年度最後の訪問となりました。 
この一年近くいろいろとお世話になりありが
とうございました。今後の貴クラブのご発展と
メンバーの皆様の益々のご健勝をお祈り申し
上げます 

東京江戸川中央RC池田様…本日お世話になります 
東京東江戸川RC須賀様…本日お世話になります 
山本 (和 )君…本日は鈴木ガバナー補佐のお供で

出席しました 
荒井君…東分区鈴木ガバナー補佐、瀧澤分区幹事

ようこそいらっしゃいました 
多賀君､森田君…東分区鈴木ガバナー補佐、瀧澤

分区幹事ありがとうございます 
横山君…鈴木ガバナー補佐一年間ご苦労様でした 
小林君…昨日、在京地区青少年奉仕包括成果発表

会御出席の皆様お疲れ様でした 
稲山君…中島さんIAC年次大会の件ではお世話に

なります 
田中君…地区IAC委員会お世話になりました 
岩楯君…第 1回クラブ協議会出席出来ません。 

後関さんよろしくお願いします 
岡本君…６月の職場見学会楽しみです 
岩倉君…山本 (和 )さん･久保さん  お姫様誕生 

おめでとうございます 
芦﨑君…荒井会長･久保委員長、いわき勿来RCと

の懇親ゴルフ大会では大変お世話になりあり
がとうございました。森田さん大変勉強になり
ました 

川野君…佐久間 (唯 )さん、昨日ビヨンドでのﾊｽ
ﾋﾞ･ﾎｯﾄ＆ﾖｶﾞｽﾀｼﾞｵ一周年記念パーティーでは
大変お世話になりました。皆さん美味しかった
と絶賛でした。ありがとうございました 

佐久間(唯)君…川野さんﾊｽﾋﾞ･ﾎｯﾄ＆ﾖｶﾞｽﾀｼﾞｵの
一周年おめでとうございます。又、先日はビヨ
ンドをご利用頂き大変ありがとうございまし
た／伊東さん先日はお忙しい中をありがとう
ございました 

大野 (平 )君…佐久間 (唯)さん色々ご心配下さい
ましてありがとうございます 

野﨑君…やっと早く来れました。5/15の卓話が心
配です。ご指導下さい 

増田君…二男のお別れ会6/18(日)となりました 
西川君…今年度もあと 2ｶ月余りありがとうござ

いました。ニコニコもあと僅か頑張って下さい 
市川君･関口君･伊東君…ニコニコご苦労様です 

 

2017-18年度 地区研修協議会 

いわき勿来ＲＣ・東京江戸川ＲＣ
合同親睦ゴルフコンぺ 


