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[本日の卓話] ３月１２日     
「  分区幹事になって 」 

    
当クラブ会員 中山直幹 君 

 

[次回の卓話] ３月１９日  
「  イニシェーションスピーチ 」 

  
当クラブ会員 渡邉静彦 君 
当クラブ会員 久米淳美 さん 
当クラブ会員 鹿野 收 君 
当クラブ会員 髙橋桂治 君 

 

・・・・・・・・・・・・・ 第２４６４回  ２０１８年３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 
〇ゲストスピーカー１名 
園浦 健太郎 様（内閣総理大臣補佐官 衆議院議員）

〇来賓１名 
高 橋 洋 樹 様（ 園浦健太郎事務所 秘書 ） 

〇ビジター１名 
深 江 一 之 様（ 東京江戸川中央ＲＣ ） 

■出席状況報告（前々回訂正出席率） 
49名中 37名出席 出席率88.09％(2/5…100％) 

■３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  中山会員 ） 
■会長報告 

〇地区大会表彰品、2016-17年度 

出席優秀クラブ第一位(100％)の 

バナーが届きました 

〇3/2(金)江戸川区総合文化 

センターで開催された、 

関東第一高等学校 卒業式に出席しました 

■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３月号をラックへ
配布しました 

〇新会員４名分の会員名簿シールをラックへ配布し
ましたので、お手持ちの会員名簿へ貼り付けてご
利用下さい 

〇３月のロータリーレートは１ドル１０８円です 
■委員会報告 
〇米山奨学生カウンセラー(荒井会員)…2/19(月) 
ホテルニューオータニで開催された、米山期間終
了式に出席しました。焦 一然さんは、今月で奨学
期間終了です。3/19(月)に来会します 

〇地区クラブ奉仕委員会(伊東委員)…2/26(月)ホテ
ルグランドパレスで開催された、クラブ研修リー
ダー部門の研修に出席しました 

〇親睦活動委員会(小林委員長)…「新会員歓迎会」
を本日18:30～、割烹｢いこい」で開催します。  
ご参加予定の38名の皆様 宜しくお願いします 

〇第2580地区東分区(中山分区幹事)…3/1～3/4迄
「日台親善会議」に出席の為、山本東分区ガバナ
ー補佐と台湾の高雄市に行って参りました 

■本日の卓話 

「  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） 

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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日 時：２０１８年３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､多賀､稲山､岩楯､ 

柴田､宇田川､須賀､山本(昌)､荒井､ 
岡本､森､小林､横山､ 

［記録係：伊東､佐久間 (唯)］(以上 16 名) 
 
＜協議事項＞ 

１. 創立55周年実行委員会の構成員の件 

…別紙案、実行委員会一覧の通り〈承認〉 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２. 理事役員候補者指名委員会内規の改正案

の件…3/26(月)臨時総会を開催し改正案

を提示する〈承認〉 

３. バーリンゲイム留学生派遣の件…関東第

一高等学校から4名派遣する〈承認〉 
 
＜報告事項＞ 

１. ２月収支報告…山本会計より報告 

 

 
 
東京江戸川中央RC深江様…ご無沙汰しておりま

した。今年度RE-5担当クラブ会長の深江です。
ご挨拶が大変遅くなり申し訳ありませんでし
た。4月に勉強会と親睦ゴルフコンペを予定し
ておりますのでどうぞご参加賜りますよう 
宜しくお願い致します 

荒井君…本日の卓話 園浦健太郎代議士 宜しく
お願いします／松井さん・多賀さんお世話に
なりました 

上野君､柴田君､大野(平)君…園浦さんの卓話楽
しみにしております 

2/26卓話者 松尾様…卓話をさせて頂いて 
誕生日祝いを頂いて  岩倉君…何とか元気で 

馬齢を重ねています／中山君…ありがとうご
ざます／山本(昌)君…今年は年男です 

奥様誕生日祝いを頂いて  野﨑令夫人…今年も
綺麗なお花を贈って頂きましてありがとうご
ざいました。見るたびに癒されています。  
家族を大事にして下さるロータリークラブに
感謝しています 

結婚記念日祝いを頂いて  飯田君…お蔭で結婚
50周年を迎える事が出来ます。皆様から祝福
して頂きありがとうござます／横山君…51周
年感謝です／関口君… 38周年になります／ 
田中君…ありがとうござます／多賀君…  
結婚記念でアンコールワットに行って来ます  
／佐久間(唯)君…結婚39年目を迎え妻に感謝
です／渡邉君…28年になります 

出席100％祝いを頂いて  大野 (達)君…45回目
を頂きました／宇多君19回目を頂きました 

森田君…春になりました。今夜の新入会員歓迎
会宜しくお願い致します 

伊東君…新入会員歓迎会楽しみにしています 
鹿野君､髙橋君…本日の新入会員歓迎会の開催 

ありがとうございます。宜しくお願い致します 
大野(達)君…柴田さんお世話になりありがとう

ございました 
横山君…春一番吹きました。春ですね 
梅田君…今年も沖島の現場へ行く準備の真っ最

中で大変です。心から安全を祈ります 
松井君…皆様お久しぶりです 
多賀君…バンコクゴルフツアー7連チャンは楽

しかった。ご参加頂いた皆様ありがとうござ
いました 

森君…小林さん大変お世話になりありがとうご
ざいました 

小林君…土日にボーイスカウトのキャンプに行
って花粉症になって帰ってきました／森さん
先日はありがとうございました 

柴田君…小林さん･久保さん先日はありがとう
ございました 

川野君…地区年次大会では会長･幹事･ご参加の
皆様お世話になりました／柴田さん･小林さ
ん先日はお世話になりありがとうございまし
た／久米さん先日はお世話になりありがとう
ございました 

岡本君､西川君…ニコニコご苦労様です 
須賀君…ニコニコガンバレ！ 

本日合計      109,000 円 

今期累計 2,041,000 円  

ニコニコ 
ボックス 

２０１７－１８年度 
３月理事･役員会報告 

委員会 委員長 副委員長

記念事業 山本和夫 金子栄一 佐久間道夫 石上則雄 市川　實 梅田　巖

  稲山雄一 宇多重員 金子正司 関口眞司 多賀之雄

記念式典 岡本紀雄 岩倉弘毅 増田一美 宇田川芳雄 荒井知久 田中吉嗣

  須賀雅文 森　清正 久保　克 小林　司 柴田憲男

    芦﨑哲雄 岩﨑高章 佐久間唯一 渡邉静彦

    久米淳美 鹿野　收 髙橋桂治   

記念誌編集 中山直幹 森田知行 後関和之 菅谷政樹 岩楯信一 小林　司

  伊東兼一 川野克博 大野　平 中島健午 野﨑　信

委員会総務 松井宣彦 大野達郎 多賀之雄 菅谷政樹 森　清正 岩楯信一

  荒井知久 野﨑　信     

委　員

（敬称略）

実行委員長 ：久保田光信 実行副委員長 ：松井宣彦

ク ラ ブ 会 長 ：西川昭雄 ク ラ ブ 幹 事 ：山本昌之

名 誉 会 員 ：大澤恒也     

相 談 役 ：小久保晴行　　上野　操　　横山　巖　　飯田　弘

会 計 ：保土田守彦 副 会 計 ：野﨑　信

創立５５周年実行委員会　委員長他委員一覧

３月誕生日おめでとうございます 


