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[本日の卓話] ８月７日   
 

「 会員増強について 」    
当クラブ会員  宇田川芳雄  君  

 

 

[次回の卓話] ８月２８日           
 

「インターアクト年次大会を振り返って」    
当クラブ会員  岡本紀雄  君   

・・・・・・・・・・・・・ 第２４４３回  ２０１７年７月３１日  例会報告 ・・・・・・・・・・・・・ 
 

■点鐘・ロータリーソング 
「 それでこそロータリー 」「 四つのテスト 」 

■来客紹介 
○ゲストスピーカー１名 
中島 真由美 様（ヤムナ認定プラクティショナー） 

○ご来賓１名 
焦 一然さん（ 米山奨学生 ） 

○ビジター２名 
川 野 直 美 様（ 川野克博会員ゲスト ） 
山 田 晃 久 様（ 東京臨海 RC ） 

■出席状況報告（前々回訂正出席率） 
  45名中 37名出席 出席率 90.24％(7/10…100％) 
■会長報告 
○焦一然さんへ 
８月分米山奨学金授与 

■幹事報告（代行：伊東副幹事） 
○８月のロータリーレートは、 
１ドル 111円です 

○ロータリー米山記念奨学会 
より 50年の歩みが届きましたので回覧します 

○卓話などスライドを使用時にはHDLコードが短い
＆ウィンドウズのみ対応ですので事前にチェック
の上ご使用ください 

■委員会報告 

〇社会奉仕委員会(菅谷委員長)…①九州北部豪雨

被災地への支援金、来週 8/7(月)迄募金箱を設置

しますので、皆様のご協力をお願いします ②第

2720地区〔熊本県・大分県〕より、熊本地震義援金の

一部を九州北部豪雨に活用するとの連絡がありました 

○IAC 年次大会実行委員会(岡本委員長)…いよいよ

第 54回 IAC年次大会が、8/6(日)に関東第一高等

学校で開催されます。皆様全員参加を宜しくお願

いします 

○ IAC 年次大会実行委員会 (森副委員長 )…①

8/6(日)当日の服装は例会時と同様でお願いします 

②例会終了後、大会前の最後の IAC 年次大会実行

委員会を｢雅｣で開催します。関係各位の出席を宜

しくお願いします 

○台北東 RC委員会(後関委員長)…台北東 RCより本

年 11 月 4 日(土)に記念例会を開催する旨の連絡

があり、当クラブへ出席の招聘案内が届いており

ますので多数の出席をお願いします。旅程等詳し

くは後日説明します 

■本日の卓話 

 

Weekly Report 

ROTARY:MAKING A DIFFERENCE

 VISITING OLD、LEARN NEW 

東京江戸川ロータリークラブ 



                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
７月２４日(月)、例会終了後、グリーンパレ
ス「常盤」において、第２回クラブ協議会が
開催されました。 
 

 

 

 

 

 

 
 
森田会長より、会長テーマに基づく方針が示
され、順次各委員長からの具体的な活動方針
と実施計画の発表により協議は進行し、五大
奉仕部門毎に飯田元会長によるカウンセラー
コメント並びに総括を頂戴いたしました。 
最後に多賀副会長から閉会のご挨拶を頂き、
協議会は終了いたしました。ご参加の皆様あ
りがとうございました。（幹事 稲山雄一 記） 
・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・ 
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７ 

年 

７月 Ｓ Ａ Ａ 佐久間道夫 岩楯信一 

８月 梅田  巖 柴田憲男 菅谷政樹 

９月 増田一美 野﨑 信 田中吉嗣 

10 月 保土田守彦 市川 實 岩﨑高章 

11 月 後関和之 須賀雅文 山本昌之 

12 月 久保田光信 横山 巖 久保 克 
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０ 

１ 

８ 

年 

１月 宇田川芳雄 中山直幹 芦﨑哲雄 

２月 岡本紀雄 金子正司 中島健午 

３月 宇多重員 西川昭雄 伊東兼一 

４月 松井宣彦 関口眞司 川野克博 

５月 金子栄一 飯田 弘 小林 司 

６月 岩倉弘毅 大野達郎 Ｓ Ａ Ａ 
 

 
 

■誕生日お祝い  
市川君     ＊ ８月お祝い ＊ 

■奥様誕生日お祝い 
市川君  小林君  川野君 中島君 

■結婚記念日お祝い…なし 

■例会出席 100％お祝い 
大澤君(53 回)  久保田君(36 回) 

岡本君(34 回)  山本(和)君(15 回) 

久保君(7 回)   伊東君(4 回)  

芦﨑君(4 回)

東京臨海RC山田様…久しぶりにお世話になり
ます 

川野君…本日の卓話者 中島真由美様 宜しく
お願いします／柴田さん先日はお世話にな
りました 

田中君…川野さん卓話楽しみにしています 
伊東君…川野さん教育事業卓話楽しみにして

います 
森田君…第2回クラブ協議会、皆さんのご協力

にて終了することが出来ました。飯田カウ
ンセラーありがとうございました 

森君…インターアクト年次大会ご協力宜しく
お願いします 

増田君…インターアクト年次大会おめでとう
ございます 

宇多君…暑さ厳しい折柄熱中症に気を付けま
しょう。統計によりますと脳梗塞･心筋梗
塞･眼底出血多発しやすいです 

大野(達)君…上野さん暑中お見舞い頂きあり
がとうございました 

保土田君…中山さんにお世話になりました 
岡本君…函館でうまい物を食しました 
松井君…先週は早目の夏休みで出席出来ませ

んでした。涼しい所で過ごして来ました 
後関君…いつもお世話になります 
小林君…一昨日は雨の中ボーイスカウトで隅

田川花火大会の警備に行ってきました 
野﨑君…本日ゴルフ同好会に入れて貰いまし

た。運動オンチですのでご迷惑掛けますが
宜しくお願いします 

荒井君…先日は田中さん･大野(平)さん･佐久
間(唯)さんお世話になりました／小林さん
いつもありがとうございます／柴田さん･
川野さん写真ありがとうございます 

多賀君…田中さん･大野(平)さん･佐久間(唯)
さん先日は大変ご厄介になりありがとうご
ざいました 

大野(平)君…荒井さん･多賀さん･田中さん･
佐久間(唯)さん先日はありがとうございま
した 

佐久間 (唯)君…荒井さん･多賀さん･田中さ
ん･大野(平)さん先日はありがとうござい
ました。又､佐久間道夫さん私どもビヨンド
をお使い頂きありがとうございました 

横山君…先週ニコニコ忘れました 
関口君…ニコニコご協力ありがとうございま

す／多賀さん美味しく頂きました 

本日合計      47,000 円 

今期累計 319,000 円  

第２回クラブ協議会 

８月１４日(月)・２１日(月)は
休会です  


