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[本日の卓話] ５月１４日   
「 好みのワインの見つけ方 」 

 
ソムリエ  喜田 俊輔 様 

 
（ 紹介者：当クラブ会員 佐久間唯一 君 ） 

 

 

[次回の卓話] ５月２１日 
   

 
 

当クラブ会員 須賀雅文 君 
 
 

・・・・・・・・・・・・・ 第２４７２回  ２０１８年５月７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 

〇ご来賓１名 

桑 原 直 幸 様（ 関東第一高等学校IAC顧問 ） 

〇ビジター・ゲスト３名 

栗 山 義 広 様（ 東京臨海RC会長 ） 

平 井 修 二 様（ 東京臨海RC栗山会長ゲスト ） 

市 川  充 様（ 保土田会員ゲスト ） 

■出席状況報告（前々回訂正出席率） 

48名中 45名出席 出席率97.82％ (4/16…100％) 

■５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  保土田会員 ） 

■会長報告 

〇関東第一高等学校IAC 桑原顧問より、IAC活動に

ついての報告事項 

■幹事報告 

〇ガバナー月信・ロータリーの友５月号、地区納め

の会リーフレットをラックへ配布しました。地区

納めの会参加希望の方は、5/21(月)迄に幹事か事

務局へ申し込み下さい 

〇例会終了後｢松･桜の間｣で５月合同理事役員会を

開催します 

■委員会報告 
〇山本ガバナー補佐…青梅市梅の里再生事業への支
援金の件、2018年4月24日付にて総額360万円を青
梅市へ納入しました 

〇55周年記念事業委員会 (山本(和)委員長)…
5/14(月)委員会を開催します。詳細はFAXにて案内
させて頂きます 

〇台北東RC委員会(後関委員長)…台湾東部地震被害
への支援金の件、 2018年4月25日付にて総額
2,454,982円を姉妹地区（台湾・第3482地区）へ送
金しました 

〇ゴルフ同好会(芦﨑委員長)…①RE-5懇親ゴルフコ
ンペが4/26(木)に東千葉カントリ－クラブで開催
されました（優勝 森田会長、準優勝 荒井さん、
3位 岩楯さん）②毛玉のクリーニングが必要な方
は、5/14(月)例会時にゴルフジャケットを持参下さい 

〇青少年交換委員会(菅谷委員長)…ブラジル人留学
生を当クラブが受入れることに地区青少年交換委
員会より決定通知がありました 

〇バーリンゲイムRC委員会(山本(昌)委員長）…アメ
リカ バーリンゲイムへ派遣（7/21～7/29）する短
期交換学生の4名が決定しました 

■本日の卓話 
 
「 脳ドックのすすめ 」 

 
当クラブ会員 柴田憲男 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５月７日(月)13:40～ 
場 所：タワーホール船堀２Ｆ｢松･桜の間」 
出席者：森田､西川､多賀､稲山､久保､菅谷､ 

柴田､宇田川､山本(昌)､荒井､中山､ 
岡本､森､小林､＜次年度＞久保田､ 
田中､川野､横山､松井､ 

［記録係:大野平､野﨑､伊東､］(以上 22 名) 
 
＜協議事項＞ 

１. 市川充氏 入会の件〈承認〉 

２. 飯田弘会員 職業分類変更の件〈承認〉 

３. 江戸川区花火大会 協賛の件〈承認〉 

４. クールビズ実施の件… 5/14(月)～ 9月末

迄実施する 

＜協議事項（次年度）＞ 

１. 青少年交換来日学生 担当委員会･カウン

セラーの件…川野会員に委任する 

＜報告事項＞ 

１. ４月収支報告…山本(昌)会計より報告 

「双葉町復興公営住宅集会場支援プロジェ

クト」への地区補助金 40 万円が 4/26 付

で地区より入金となりました 

 

 

 

Ａグループ  菅谷ﾘｰﾀﾞｰ 岩﨑ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ    

日時  ５月１４日(月) １８時３０分～ 

場所  中国料理 夢蘭(ﾑｰﾗﾝ) 

(JR 平井駅北口徒歩３分) 

 

Ｂグループ  岩楯ﾘｰﾀﾞｰ 伊東ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ    

日時  ５月１５日(火) １９時～ 

場所  マホロバ 

(都営新宿線 一之江駅 徒歩 3 分) 

 

Ｃグループ  柴田ﾘｰﾀﾞｰ 佐久間(唯)ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ  

日時  ５月１７日(木) １８時３０分～  

場所  Meat & Wine ＢＥＹＯＮＤ 

(東西線 葛西駅直結 西出口 ） 

 

 

 
増田君…桑原先生ようこそ 
大野 (達 )君､川野君､伊東君…柴田さん本日の卓

話楽しみにしています 
小林君…柴田さん卓話頑張って下さい。脳ドック

のお話し楽しみです。当院の宣伝も宜しくお願
い致します 

田中君…入院の際にはクラブをはじめ皆様に見
舞いを頂き誠にありがとうございました。また
ご心配とご迷惑をお掛けして申し訳ありませ
ん。お蔭様で本日から例会に参加出来まして大
変嬉しく思っております 

柴田君…田中さんご退院おめでとうございます 
川野君…田中さんお帰りなさい 
誕生日祝いを頂いて  保土田君…いつも皆さんに

大変お世話になっております。今後共宜しくお
願い致します／稲山君…ありがとうございま
す／菅谷君…67才になりました。体力の衰えを
感じます／伊東君…70才になりました 

奥様誕生日祝いを頂いて  森田君…家内の誕生日
祝いのお花をありがとうございます 

結婚記念日祝いを頂いて  久保田君…ありがとう
ございます／梅田君… 20回目を迎えました／
柴田君…1980年5月に結婚しました。長男･次男
が結婚し、あとは長女だけです 

出席 100％祝いを頂いて  飯田君…気が付いたら
35年お世話になっていました／金子 (正 )君…
25回目です／菅谷君…もう9年かぁ／柴田君…
小林さんに続き8年目になります。ご指導宜し
くお願いします／大野平君…今回で3回目、私
なりによく頑張ったと思います。これもスポン
サーのご指導と感謝します／岩﨑君…今後も
励みます 

岡本君… 55周年記念事業も近づいてきました。 
皆さんの協力で成功させましょう 

横山君…小林さんお世話様です 
多賀君…ゴールデンウイークには田舎 (愛知県 

常滑市大野町)のお祭りに行き山車のカラクリ
人形に感激しました 

川野君…柴田さん写真ありがとうございます 
芦﨑君…森田会長･関口さんRE-5ゴルフ大会では

大変お世話になりました。ありがとうございま
した 

大野平君…伊東さん･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…伊東さん･大野平さん先日は大変
お世話になりましてありがとうございました
／稲山さん先日は私どもビヨンドをご利用頂
きありがとうございました 

渡邉君…仔犬ですが新しい家族が増えました 
髙橋君…5/14例会欠席の為、東江戸川RCにメーク

アップしてきました。やり方が異なるので新鮮
に感じました。我々業界は既にノーネクタイで
すので当例会も同じと考えノーネクタイで来
ましたが川野さんからネクタイをお借りしま
した。失礼しました 

荒井君…ニコニコ頑張って下さい 
山本(和)君…ニコニコご苦労様です 
関口君…ニコニコご協力ありがとうございます 

本日合計        93,000 円 

今期累計 2,707,000 円  

ニコニコ 
ボックス 

2017-18年度・2018-19年度 
５月合同理事･役員会報告 

５月誕生日おめでとうございます 

◎ 家庭集会 開始時間ご確認下さい ◎ 


