
創 立   １９６４年７月３０日   会   長   森田知行 
  例会日   月曜日（12:30～13:30）   副 会 長   多賀之雄 
  例会場   タワーホール船堀 TEL (5676-5511) 〒134-0091 江戸川区船堀 4-1-1   幹   事   稲山雄一 
  事務局   〒130-0013 墨田区錦糸 1-1-5 Aビル６階（事務局員／松本育子）   会報委員会   川野克博、山本昌之 
           TEL 5637-4603  FAX 5637-4611  E-mai:edogawa@club.email.ne.jp        URL http://www.edogawa-rc.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

[本日の卓話] １１月６日 
   
「 インターネット拾い読み② 

ある外科医の｢社会奉仕｣ 」 
 

当クラブ会員  菅谷政樹  君  

 

[次回の卓話] １１月１３日       
   
「 ロータリー財団について  」 

 
地区ポリオプラス委員  嶋村文男  様   

（紹介者：当クラブ会員  芦﨑哲雄  君）  

・・・・・・・・・・・・・ 第２４５１回  ２０１７年１０月２３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 

石井教文様（元コーセー化粧品タイ社長） 
■出席状況報告（前々回訂正出席率） 
  45名中 40名出席 出席率97.5％(10/2…100％) 
■会長報告 
○2020-2021年度当地区ガバナーに、東京小石川RC
会員 野生司義光 氏が決定しました 

○米山特別寄付 感謝状の贈呈。岩倉会員→第8回 

米山功労者・関口会員→第2回米山功労者・田中

会員→第1回米山功労者 

 

 

 

 

○須賀会員令夫人よりクラブ基金 

へご寄付を頂戴しました。 

ありがとうございました 
■幹事報告 
○次週10/30(月)は 東分区ＩＭの為「休会」です。
ＩＭのスケジュールを週報に掲載しております
ので、参加者はご確認下さい。当クラブからは 
33名が登録しています 

○いわき勿来RCより週報が届きましたので各テーブ
ルで回覧下さい 

■委員会報告 
○世界社会奉仕委員会(関口委員長)…ミャンマーへ
の消防自動車の寄贈についての現況報告 

○いわき勿来RC委員会(岡本委員長)…11/1(水)の 
双葉町贈呈式・姉妹クラブ例会に、当クラブ8名で
出席します 

○ゴルフ同好会(芦﨑委員長)…10/18(水)の東分区
懇親ゴルフ大会に当クラブ10名で参加しました 

○米山奨学委員会(田中委員長)…米山特別寄付を 
横山さん、荒井さん、多賀さん、柴田さんより  
頂きました。ありがとうございました。引き続き  
宜しくお願いします 

○釣り同好会(後関委員長)…美味しい魚を食べる会
を11/12(日)に関口会員のご自宅で開催します。 
会員以外の友人もお誘いの上、奮ってご参加下さい 

○創立55周年実行委員会(西川会長エレクト、久保田
実行委員長)…創立55周年記念例会へ向けての 
協力をお願いします 

■本日の卓話 

「  海外生活体験談  」  
 

元コーセー化粧品タイ社長  
石井教文  様  

（紹介者：当クラブ会員 多賀之雄 君） 

Weekly Report 

ROTARY:MAKING A DIFFERENCE

 VISITING OLD、LEARN NEW 

東京江戸川ロータリークラブ 



                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
10 月 18 日(水)2017‐2018 年度当クラブ山本和
夫ガバナー補佐主催による東分区懇親ゴルフ大
会に参加しました。当日は連日の秋の長雨中､ 
唯一の好天候に恵まれてのプレーでした。 
当クラブからは 10 名の参加者がありましたが、
東分区の団体戦は残念ながら参加 13 クラブ中 
6 位の結果となり、2580 地区全体大会への出場
はかないませんでした。 
 
同時開催となった当ゴルフ同好会 
第 1 回大会成績 優勝 松井宣彦さん 

２位 多賀之雄さん 
３位 岡本紀雄さん 

 
優勝された松井さんはグロス 88(44＋44)ネッ
ト 71 と 109 名も参加した東分区懇親ゴルフ大
会でも 8 位の素晴らしい成績でした。参加され
た皆さんお疲れ様でした。また色々とありがとう
ございました。（ ゴルフ同好会委員長 芦崎記 ） 
 

 

 

 
10 月 23 日(月)例会終了後、会員 21 名に参加し
て頂き、職業奉仕フォーラムを開催しました。
カウンセラーに、上野操パスト
ガバナーになって頂き、「職業
奉仕の本質について」講演して
頂きました。 今回は、10 年以
上の会員の方々も来て頂き、上
野パストガバナーもロータリ
ークラブが最も基本としてい
る職業奉仕の考え方から、他クラブとの考え方
の違いなど、色々な角度から話をして頂き、大
変勉強になりました。何度もお聞きしている話
の様ですが、全く新鮮に聞こえたのは私だけで
しょうか？改めて上野パストガバナーのロータ
リークラブの原点となる職業奉仕の考え方を教
わる事ができました。上野パストガバナーに感
謝申し上げると共に、ご参加頂いた会員の皆様
に御礼申し上げます。ありがとうございました。
次回は、職場見学会を開催したいと思っており
ます。ご参加の程、宜しくお願い申し上げます。 

（ 職業奉仕委員長 久保 記 ） 

■誕生日        ＊11 月のお祝い＊ 
飯田君  横山君  宇多君 久保君 

■奥様誕生日 
横山君  金子(正)君  松井君 
関口君  田中君  柴田君 佐久間(唯)君 

■結婚記念日 
増田君  佐久間(道)君 山本(和)君 
森田君  岩楯君 小林君 

■例会出席 100％ 
佐久間(道)君(47 回)  梅田君(29 回)   
佐久間(唯)君( 2 回) 中島君( 1 回) 

 

多賀君…本日の卓話者 石井さんを宜しくお願い
致します 

松井君、関口君、岩楯君、大野(平)君…石井さん
ようこそいらっしゃいました。本日の卓話楽し
みにしています 

奥様誕生日祝いを頂いて  梅田君… 10/15で 60代
を迎えました。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  小久保君…ありがとう
ございました／野﨑君…24回目の記念日になり
ます。来年の25年が迎えられるよう努力します 

森田君…次週のＩＭ皆さん宜しくお願い致します 
久保君…職業奉仕委員会より、本日例会終了後

｢職業奉仕フォーラム｣を行います。皆様ご出席
をお待ち申し上げます 

西川君…元会長の皆様、本日はありがとうござい
ました 

山本 (和 )君…西川さん 55周年記念例会頑張って
下さい 

芦﨑君…山本和夫さん、東分区懇親ゴルフ大会で
は色々とお世話になりありがとうございました 

岡本君…山本ガバナー補佐、ゴルフ大会無事成功
おめでとうございました 

松井君…分区ゴルフ参加の皆様、楽しいゴルフを
させて貰いました 

田中君…先週の分区ゴルフ参加の皆様お疲れ様
でした。ゴルフ同好会優勝の松井さんおめでと
うございます。ゴルフ委員長の芦﨑さんご苦労
様でした 

岩倉君…東分区ゴルフでは田中さんにお世話に
なりました 

荒井君…東分区懇親ゴルフ大会参加の皆さん大
変お世話になりました 

横山君…ゴルフ会欠場してすみません 
大野(達)君…柴田さん診察ありがとうございました 
須賀君…久保田さん先日はありがとうございました 
岩楯君…後関さん一日雨の中アジ釣りありがと

うございます 
小林君…須賀さん先日はありがとうございました 
柴田君…佐久間道夫さん先週は大変お世話にな

りました 
川野君…昨日、両親の結婚60周年ダイヤモンド婚

を、孫・ひ孫も参加してお祝いをしました。  
両親に感謝です 

大野 (平 )君…横山さん先日の旅行ではお世話に
なりました 

佐久間(唯)君…本日の例会出席出来ず、関口委員
長・川野さんご迷惑をお掛け致します。大野
(平)さんこの度はありがとうございます 

中山君､後関君､森君､伊東君…ニコニコご苦労様です 

11月受付当番 佐久間(道)君  中山君  岩﨑君 

本日合計      70,000 円 

今期累計 940,000 円  

東分区懇親ゴルフ大会 
第 1回ゴルフ同好会大会報告 

職業奉仕フォーラム開催報告 


