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[本日の卓話] １月１５日 
   

「   寿 獅 子   」 

東都葛西神楽保存会 

（ 紹介者：森田知行 会長 ） 

 

[次回の卓話] １月２２日 
  
「  ロータリーは職業奉仕  」  

 
2017-18年度 地区職業奉仕委員長 

 林 茂男 様 

（ 紹介者：当クラブ会員 久保克 君 ） 

・・・・・・・・・・・・・ 第２４５８回  ２０１７年１２月１８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 

〇ビジター １名 

 城 戸 国 雄  様（ 東京東江戸川RC会長 ） 

■出席状況報告（前々回訂正出席率） 

  45名中 36名出席 出席率92.3％(12/4…100％) 

■会長報告 

〇忘年家族会 参加御礼。174名の皆様に御参加頂

き、盛会に終えることが出来ました 

〇12/4の例会にいらっしゃった 米山奨学生の指導

教官 石井光江様より、お礼状とクリスマスカー

ドが届きました 

〇12/13(水)東武ホテルレバント東京で開催された 

東京臨海RC忘年家族会に 三役で出席しました 

〇12/17(日)学校法人愛国学園理事三浦亮一会員

（東京東江戸川RC創立会員）の告別式に稲山幹事

と出席して参りました 

■幹事報告 

〇第54回IAC年次大会の報告書が出来上がりました

ので 皆様のラックへ配布しました 

〇次週12/25(月)は特別休会、1/1(月)・1/8(月)は

祝日ですので、次回の例会は2018年1月15日(月)

の新年初例会となります。12:30～ 2F 瑞雲の間 

で開催します。尚、１月理事会は、同日の例会終

了後「藤の間」で行います 

■委員会報告 

○米山奨学委員会(田中委員長)…ハイライトよねや

まが届きましたので各テーブルで回覧下さい 

〇第54回IAC年次大会実行委員会(岡本委員長)…皆

様のご協力により報告書が出来上がりました。実

行委員会の皆様、本当にありがとうございました 

〇ゴルフ同好会(菅谷副委員長)…12/14(木)茨城ゴ

ルフクラブでコンペを開催しました。優勝は菅谷、

２位は多賀副会長、３位は森田会長です。ドラコ

ンを岩倉さんが取られたことがとても印象に残っ

た大会でした 

■本日の卓話 
 
「 五大奉仕委員長 上半期活動実績報告 」  

クラブ奉仕委員長  多賀 之雄 
職業奉仕委員長  久保  克 
社会奉仕委員長  菅谷 政樹 
国際奉仕委員長  岩楯 信一 
青少年奉仕委員長  柴田 憲男 

Weekly Report 

ロータリー：変化をもたらす 

ROTARY:MAKING A DIFFERENCE 

ＲＩ会長 イアン H.S. ライズリー 

温 故 知 新 
 VISITING OLD、LEARN NEW 

東京江戸川ロータリークラブ会長 森田知行 
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会長 森田知行 

皆様におかれましては、健やかな新しい年を

お迎えのことと、謹んで挨拶申し上げます。 

７月３日の初例会に始まり、７月９日より姉

妹クラブバーリンゲイムロータリークラブよ

り、交換留学生４人が来日、今年も関東一高

さんにご協力を頂き、関東一高の生徒さんの

授業を一緒に受け、英語料理教室、サッカー、

バスケットボールと大活躍、浅草、鎌倉散策、

ジブリ美術館見学、ホストファミリーも同校

の在学生宅にお世話になった。滞在期間が短

いながら、充実した内容でありました。 

８月６日には、ＩＡＣ年次大会のホストクラ

ブとなり、ＩＡＣ年次大会ホストクラブ関東

一高の全面協力により、各校の活動報告、関

東一高 渋谷校長先生による「夢こそ生きる力」

演題にて講演を頂いた。分科討論会において、

「今、私達がやらなくてはならないこと、そ

して未来に伝えること・・・」について、熱心

に討議がなされ、参加の高校生の皆さんにと

って有意義な思い出深い大会になりました。 

９月２５日には、吉田雅俊ガバナー公式訪問、

１０月３０日東分区インターシティミーティ

ングが開催、１１月１日東日本大震災により、

被害を受けた、福島県双葉町復興支援住宅集

会室へ、ロータリー財団地区補助金を活用し、

いわき勿来ＲＣのご協力のもと、カラーテレ

ビ、ＤＶＤプレーヤー、スピーカーなどを贈

呈しました。 

１１月３日には、姉妹クラブ台北東ロータリ

ークラブの創立５４周年記念に出席して参り

ました。１２月には、忘年家族会も無事終了

し、上半期の活動も、各委員会が積極的に 

取り組んで頂いたお陰で進んで参りました。 

明けての折り返し、各委員会が実践に向けて、

積極的に取り組んで頂ければと思います。 

結びに、皆様にとって、より良き年になりま

すよう、ご祈念申し上げ新年のご挨拶とさせ

て頂きます。 

 

 

 

 

 

 
 
 

副会長 多賀之雄 

新年明けましておめでとうございます。 

会員の皆様にはお健やかに清々しい新年をお

迎えの事とお慶び申し上げます。 

年を取るごとに一年が早く過ぎ去るように感

じてなりません。それは惚けの始まりで初め

の頃の事を忘れてしまうから早く感じるのだ

と言われたことがありました。しかし私はロ

ータリー生活が余りに楽しすぎて時間があっ

という間に過ぎ去ってしまうので早く感じる

のではないかと思っています。 

森田年度も後半となりました。より一層皆さ

んに喜んで頂けるように会長をフォローして

充実した時間を作り出すように頑張りますの

で何卒宜しくご協力賜りますようにお願い申

し上げます。 

 

幹事 稲山雄一 

新年明けましておめでとうございます。 

会員の皆様には、健やかな新しい年をお迎え

の事と謹んでお慶び申し上げます。 

昨年は会員の皆様に大変お世話になりまして、

誠にありがとうございました。 

ロータリー入会以来、これほど楽しく充実し

た前半６か月間はなかったのではないかと感

じております。森田会長、多賀副会長の適切

なご指導の下、また、会員皆様の友情と寛容

の心に助けられながら、多くのことを学ばせ

て頂きました。悩んだり、困ったときには手

を差し伸べて下さる仲間や普段はなかなか接

することの出来なかった大先輩から助言を頂

いたり、親睦を図れたことは私の人生にとっ

て大きな収穫となっております。 

森田会長年度の後半がスタートとしました。

引き続き会長を補佐し、各委員会の活動方針

を実践に移せるよう全力で取り組む所存です。 

皆様にとって素晴らしい一年になりますよう

心よりお祈り申し上げ新年のご挨拶とさせて

頂きます。今年も宜しくお願い申し上げます。 

年頭のご挨拶 

佐久間道夫 会員        山本昌之 会員 

（1934 年）昭和９年２月１１日生 （1970 年）昭和４５年３月２５日生 

田中吉嗣 会員         稲山雄一 会員 

（1958 年）昭和３３年９月２日生 （1970 年）昭和４５年５月１９日生 
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日  時：2017 年 12 月 18 日(月)例会前 

場  所：例会場「 蓬莱の間 」 

＜協議事項＞ 

１. 職業分類 開放の件 … 承認 

・Ｐ－１ 医療 腎臓内科医 

・Ｐ－１ 医療 循環器内科医 

森田､西川､多賀､稲山､山本(昌)､久保､菅谷､

岩楯､柴田､宇田川､須賀､荒井､ 
 
 

 

 
東京東江戸川RC城戸会長…忘年家族会に招待頂

きありがとうございました 
中山君…五大奉仕委員長の卓話期待しています 
森君…IAC年次大会報告書の完成配布によって

全て終了しました。伊東さんありがとうござ
いました 

多賀君…森SAA委員長・小林親睦活動委員長を始
め各委員の皆様、忘年家族会ではご苦労様で
した。皆さんのお蔭で大変盛り上がり楽しい
忘年会になりました 

小林君…忘年家族会では会長･副会長･幹事･SAA
委員会はじめ皆様に大変お世話になりありが
とうございました。岩﨑RAC委員長、ローター
アクターのご協力ありがとうございました 

大野(達)君､岩倉君､梅田君､金子(正)君､須賀君､
西川君､柴田君､川野君…忘年家族会では  
会長･副会長･幹事･SAA･親睦活動委員会の皆
様に大変お世話になりました。ありがとうご
ざいました 

森田君､稲山君､増田君､飯田君､岩楯君､田中君､
森君､伊東君､大野 (平 )君､佐久間 (唯 )君… 
忘年家族会では大変お世話になりました。 
来年も宜しくお願い致します 

保土田君､久保田君､中島君…忘年会では楽しま
せて頂きました。ありがとうございました 

横山君…忘年会楽しかった。委員の皆さんご苦
労様でした。良い年をお迎え下さい 

金子(正)君…忘年家族会すばらしく楽しい時間
でした。孫たちも大喜びでした 

松井君…楽しい忘年家族会も終了し孫たちに来
年も呼んで欲しいといわれました 

野﨑君…忘年家族会楽しかったです。まさか義
理母に１等が当たるとは思いませんでした。
ありがとうございました 

岡本君､金子(栄)君､松井君､荒井君､川野君… 
今年一年間大変お世話になりました。来年も
宜しくお願い致します 

菅谷君…コンペ間違って優勝してしまいました 
大野(平)君…来年も出席100％宜しくお願い致

します 
関口君…ニコニコ上半期ありがとうございます 
 

１月受付当番 宇田川君・中山君・芦﨑君 

 
■誕生日お祝い 

久保田君   荒井君   森田君 
多賀君   岩楯君   川野君 

■奥様誕生日お祝い 
石上君   飯田君   山本(和)君   
山本(昌)君   岩楯君 

■結婚記念日お祝い 
金子(栄)君   森君   岩﨑君 

■例会出席 100％お祝い 
小久保君(５０回)   増田君(４９回) 
稲山君(１０回)   田中君(１０回) 
岩楯君(８回) 野﨑君(１回) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

≪広池千九郎記念館前にて≫ 
 
11月11日(土)、東京東江戸川RC鈴木職業奉仕

委員長からのお誘いで、職場見学会に参加し

て来ました。 

当クラブからは、稲山幹事、大野(平)会員、

久保の３名参加させて頂きました。 

午前9時、小岩から貸切バスで出発し、八潮市

の㈱カジワラ カスタマーセンターへ行きま

した。㈱カジワラは、業務用加熱攪拌機、食

品加工機械、製あん機を製造。販売している

会社です。梶原社長様、梶原会長様のお話を

聞かせて頂き、創業から今後の展望までを聞

かせて頂きました。 

その後、柏市の広池学園に行き、モラロジー

研究所の説明と広池千九郎記念館にて、ビデ

オ及び説明を聞き、｢三方よし」の経営学を聞

く事が出来ました。 

今回、他クラブの職場見学会に参加させて頂

き、今後当クラブの見学会に生かせたら幸い

です。 

東京東江戸川RCの皆さんに感謝申し上げます。

ありがとうございました。 

（ 職業奉仕委員長 久保克 記 ） 

本日合計      102,000 円 

今期累計 1,464,000 円  

ニコニコ 
ボックス 

持廻り理事･役員会報告 １
月
お
祝
い 

職業奉仕委員会より報告 



 


