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[本日の卓話] ２月１９日 
  

「  江戸川区の子供の貧困について 

           現状と今後の対策 」 
 

江戸川区子ども家庭部長  松尾宏澄 様 
 

（紹介者：当クラブ会員 保土田守彦 君） 

 

[次回の卓話] ３月５日 
  

「  今年の日本外交 」 
  

内閣総理大臣補佐官 衆議院議員  
園浦 健太郎 様 

 
（紹介者：当クラブ会員 荒井知久 君） 

・・・・・・・・・・・・・ 第２４６２回  ２０１８年２月５日  例会報告 ・・・・・・・・・・・・・ 
 

■点鐘・国歌斉唱・ロータリーソング 
「 君が代 」「 奉仕の理想 」 

■来客紹介 
〇ビジター、ゲスト 3名 
須 賀 精 二 様（ 東京東江戸川ＲＣ ） 
多 田 晃 弘 様（ 東京東江戸川ＲＣ ） 
髙 橋 桂 治 様（ 横山巖会員ゲスト ） 

■出席状況報告（前々回訂正出席率） 
48名中 41名出席 出席率89.13％(1/22…100％) 

■２月お祝い 
○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  宇田川会員 ） 
■会長報告 

〇2/28で結婚50年を迎えられます 

金子正司会員に、 

金婚式お祝いの贈呈 

■幹事報告 

〇例会終了後｢藤の間｣において 

理事役員会を開催します 

〇ガバナー月信・ロータリーの友2月号、また   

㈱クマヒラより｢抜萃のつづり」を寄贈頂きまし

たので、ラックへ配布しました 

〇Ｒ財団と米山記念奨学会より確定申告用領収証

が届きましたので、ラックへ配布しました。お忘

れなき用お持ち帰り下さい 

〇1/29(月)つきじ植むら船堀店で開催された第2回

RE-5三役会に、多賀副会長・稲山で出席しました 

〇IAC年次大会・忘年家族会の合同慰労会は、総勢29

名の出席となりました。日時→2/15(木)18:30～、

場所→ビヨンドですので よろしくお願いします 

〇休会のお知らせ。今月 最終週の2/26(月)例会は、

タワーホール船堀休館日の為「休会」となります 

■委員会報告 

〇西川会長エレクト…1/30(火)東武ホテルで開催さ

れた 次年度第１回会長・幹事会に西川・山本(昌)

で出席しました 

〇親睦活動委員会(小林委員長)…今年度のご入会者

をお招きして「新会員歓迎会」を開催します。日

時→3/5(月)18:30～、場所→割烹｢いこい」です。

ご案内をFAXしますので多数のご参加をお待ちし

ております 

〇クラブ奉仕委員会(田中副委員長)…延期としまし

たクラブ奉仕フォーラムを、2/19(月)例会終了後

13:40～「松･桜の間」で開催します。皆様の参加

をお願いします 

■本日の卓話 

「  食品販売  」  
当クラブ会員 岩楯信一 君 

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 

Vol.54 No.24 第 2463 回 2018 年 2 月 19 日 

国際ロータリー第 2580地区 

東京江戸川ロータリークラブ 
ROTARY CLUB OF TOKYO EDOGAWA 



                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
日 時：２０１８年２月５日(月) 
場 所：タワーホール船堀２Ｆ「藤の間」 
出席者：森田､西川､稲山､久保､菅谷､ 

柴田､宇田川､須賀､山本(昌)､荒井､ 
岡本､森､小林､中山､横山､ 

［記録係：伊東､佐久間(唯)］(以上 17 名) 
 
＜協議事項＞ 
１. 2018学年度ロータリー米山記念奨学生の

世話クラブ引き受けの件 
…隔年毎に引き受けることで承認 

２. 年次総会開催の件 
…3月5日の理事会で協議の上、臨時総会
を開催する 

３. 須賀会員の出席免除申請の件…承認 
４. 2017年忘年家族会 決算報告の件…承認 
 
＜報告事項＞ 
１. １月収支報告…山本会計より報告 
２. 新入会員歓迎会を 3/5(月 )18時 30分より 

割烹「いこい」で開催します 
―――――――――――――――――――― 

 

２月誕生日 

おめでとうございます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
東京東江戸川RC多田様…はじめておじゃまします。
宜しくお願いします 

東京東江戸川RC須賀様…お世話になります 
岩楯君…本日卓話をさせて頂きます 
山本(和)君､田中君､久保君…岩楯さんの卓話楽しみ
にしています 

誕生日祝いを頂いて  宇田川君､森君…ありがと
うございます／岡本君…71才になります。もう
少しお世話になります 

奥様誕生日祝いを頂いて  荒井君､稲山君…あり
がとうございます／西川君…今年も美しい花
を贈って頂きありがとうございます 

結婚記念日祝いを頂いて  岩倉君…53年何とか続
いています。お互いにガマンですね／金子(正)
君…大分時間が経って忘れました／菅谷君…
40年です／伊東君…もう 40回目になります。 
よくもちました 

出席 100％祝いを頂いて  横山君…ありがとうご
ざいます。33年も経ちました／須賀君…例会出
席100％17回目(ロータリー歴22年目)頂きます
／関口君… 13回目です／西川君…入会丸 11年
となりました。これからも宜しくお願い致します 

増田君…卒業作品展 無事終わりました 
飯田君…我が家の大事な行事を終えることが出来ま
したので 

森田君…寒い２月です。元気に過ごしましょう 
中山君…寒いですね。でも春はもうすぐです 
梅田君…オランダからの来客の為欠席致しました。
皆様お久しぶりです 

川野君､佐久間(唯)君…柴田さん色々とお世話にな
っております。この度はありがとうございました 

鹿野君…宜しくお願いします 
大野(平)君…本日は欠席しますので川野さん宜しく
お願いします 

大野(達)君…川野さん出席委員長代理ご苦労様です 
森君､芦﨑君…ニコニコご苦労様です。頑張って下さい 
関口君…ニコニコご協力ありがとうございます 

本日合計        82,000 円 

今期累計 1,862,000 円  

ニコニコ 
ボックス 

IAC年次大会・忘年家族会 
合同慰労会開催 

2018 年 2 月 15 日(木) 

「ビヨンド」にて 27 名

にご参加頂き盛会に

終えることが出来ま

した。ご参加の皆様あり

がとうございました。 

２０１７－１８年度 
２月理事･役員会報告 

２月２６日(月)は休会です 

（ タワーホール船堀 休館日の為 ） 


