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[本日の卓話] １０月２２日      
「  私の趣味（ 登山 ） 」 

 

当クラブ会員 鹿野收 君 

 

[次回の卓話] １０月２９日                
プログラム委員会 

    

――――――  第２４８９回  ２０１８年１０月１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 
○ご来賓…６名 
松坂 順一 様（第 2580地区ガバナ－） 
岩楯 常夫 様（第 2580地区副幹事） 
鈴木 隆雄 様（東分区ガバナー補佐） 
大澤 秀利 様（東分区幹事）  
井口 健二 様（地区大会実行委員会副委員長） 
加藤 幸男 様（地区大会実行委員会副委員長） 

○ビジター・ゲスト…１名 
大澤 文誉 様（大澤恒也名誉会員ゲスト） 

■出席状況報告（前々回訂正出席率） 
  49名中  43名出席  出席率 91.49％(9/3…100％) 
■１０月のお祝い 
○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 岩﨑会員) 
■会長報告 
〇地区大会実行委員会より 地区大会ご案内・登録
お願い 

〇9/18(火)ホテルイースト 21で開催 第 3回東分区
会長・幹事会に 西川・山本(昌)で出席しました 

〇9/26(水)東武ホテルレバント東京で開催 ＩＭテ
ーブルリーダー研修会に三役で出席しました 

〇9/29(土)ホテルイースト 21 で開催 東京江戸川 
中央 RC 創立 25 周年記念クミコ･チャリティー  

コンサートに出席しました 
■幹事報告 
○例会終了後、ガバナー公式訪問を記念した写真撮
影を行います 

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 10月号、バギオだ
よりをラックへ配布しました 

〇10月のロータリーレートは、1ドル＝112円です 
〇いわき勿来RCより週報が届きましたので各テーブ
ルで回覧下さい 

〇残念なお知らせです。10/8(月)は体育の日、
10/15(月)は東分区懇親ゴルフの為、また２週続け
て「休会」です。例会を楽しみにされている皆様
には申し訳ございません。次回 10/22(月)例会は 
７Fチャペルで開催となります 

〇平成 30年 7月豪雨支援金の件、 当地区合計は 714
万円となりました。2670地区（愛媛・香川・高知・
徳島）・2690地区（岡山・島根・鳥取）・2710地
区（広島・山口）の３地区へ各 238万円を 7/25付
で送金しました          

■幹事報告 
〇東京東江戸川 RC事務局が移転しました。 
（新住所）江戸川区西小岩 1-27-24 ﾄﾞﾐｼｰﾙ小岩 102
号※電話・ＦＡＸ・メールアドレスの変更はござ
いません            次頁へ続く→ 

Weekly Report 

インスピレーションになろう  

Be The Inspiration 

ＲＩ会長  バリー・ラシン 

ロータリーの原点に戻ろう  
Remember the Rotary spirit 

東京江戸川ロータリークラブ会長 西川昭雄 

国際ロータリー第２５８０地区  

東京江戸川ロータリークラブ 
R O T A R Y  C L U B  O F  T O K Y O  E D O G A W A  
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■幹事報告(前頁より続き) 

〇10/25(木)開催のＩＭは、座席を決めてのデ

ィスカッションを行いますのでドタキャン

はしないようにお願いします 

■委員会報告 

○クラブ基金委員会(宇田川委員長)…小久保

会員よりクラブ基金へご寄付を頂きました 

〇青少年奉仕委員会(川野委員長)…①青少年

奉仕情報が届きましたので各テーブルで回

覧下さい ② 9/20(木)青少年奉仕全体会議

に出席しました ③9/23(日)地区青少年交

換会議に 大野平青少年交換委員長･ホスト

ファミリー増田会員ご家族 3 名・川野の 5

名で出席しました 

〇IAC 委員会(柴田委員長)…関東第一高等学

校チャリティーバザーに、沢山の商品を提

供して頂きありがとうございました 

〇台北東 RC 委員会(多賀委員長)…台北東 RC

創立 55 周年記念式典行事への参加者が 30

名となりました。現地の観光でかなり歩き

ますので楽な服を持参ください 

〇記念誌委員会(中山委員長)…ロータリーラ

イフについての原稿未提出の方は早急に提

出願います 
■本日の卓話 
  
「 ガバナー講評 」 
 

第2580地区ガバナ－  
松坂 順一 様 

 

 

 
 
 
日 時：２０１８年１０月１日(月) 

場 所：タワーホール船堀 2Ｆ「藤の間」 

出席者：西川､多賀､稲山､山本(昌)､伊東､ 

田中､森､川野､久保田､山本(和)､森田､ 

久保､ 

［記録係：大野平､野﨑］(以上 14 名) 

 

＜協議事項＞ 

１. 田中吉嗣会員･山本和夫会員病気による 

出席免除の件 (承認)  

２. 11月ロータリー財団月間一人当たりの寄付

額の件 (承認) 

３. 忘年家族会 招待者及びゲスト参加費の件

(会長･幹事･親睦活動委員長へ一任) 

＜報告事項＞ 

１. ９月会計報告…伊東会計より 

２. 11/5(月)の例会は、台北東 RC 訪問のため三

役不在となります。11 月理事役員会は翌週

11/12(月)に変更となります。11月お祝い等

も 11/12(月)に変更 

 

 

 
東分区鈴木ガバナー補佐､大澤分区幹事…本日は

大変有意義な会議ありがとうございました 
東京練馬西RC加藤様･井口様…本日は地区大会の

ご案内にお邪魔しました。皆様の地区大会ご参
加をお待ちしております 

増田君､佐久間(道)君､大野平君､上野君､飯田君､
横山君､岩倉君､梅田君､後関君､須賀君､荒井君､
森田君､西川君､岩楯君､小林君､川野君､伊東君
…松坂ガバナー･岩楯地区副幹事･鈴木ガバナー
補佐･大澤分区幹事ようこそいらっしゃいました 

山本(和)君…松坂ガバナー･鈴木ガバナー補佐、
本日はアドバイスありがとうございました 

関口君…第5回クラブ協議会ご苦労様でした 
誕生日祝いを頂いて  田中君…ありがとうございま

した。60才還暦を迎えました/岩﨑君…引き続き精
進します/佐久間(唯)君…ありがとうございます 

奥様誕生日祝いを頂いて  増田君､佐久間(道)君､
岩﨑君…お花をありがとうございます/梅田君
…10/15で?2才になりました。今後も宜しくお願
い致します/金子(栄)君…お蔭様で何とか84才を
迎えました。ありがとうございます/髙橋君…60
才より花を贈っておりましたが、ロータリークラ
ブより頂けるようになりましたので私からは花
から物に変更致します。ありがとうございます 

結婚記念日祝いを頂いて  保土田君…私今年喜寿、
妻今年古稀をむかえました。何とか家族円満に
続いております/上野君…ありがとうございま
す/西川君…結婚40年になります。妻に感謝し
ております/野﨑君…忘れてました。25周年に
なります。これからも大切にしたいと思います 

出席100％祝いを頂いて  荒井君…100％17回目頂
きます 

久保田君… 55周年記念行事においては皆様に大
変お世話になりました 

野﨑君…後関さん･岩楯さんお魚美味しかったで
す。関口さん2週続けてのバーベキューありが
とうございます 

渡邉君…後関さん･関口さん先日は美味しいお魚
の会ありがとうございました 

多賀君…台北東 RCの 55周年記念例会に多数の方
が参加して下さりありがとうございます 

小林君…森さん長男がお世話になりました/久保
さんありがとうございます/伊東さん写真あり
がとうございます 

川野君…第 53期派遣学生の帰国報告会では大野
平青少年交換委員長お世話になりました 

柴田君…関東一高IAC学園祭のバザーに対する御
寄付ありがとうございました 

大野平君…無事 秋の全国交通安全運動が終りま
した。保土田さんありがとうございました/久保
さん先日は美味しい梨ありがとうございました 

佐久間 (唯 )君…大野平さん･小林さん･市川さん
本日は宜しくお願いします /多賀さん･大野平
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 

髙橋君…55周年の記念式典に財務局長との初顔合
わせ会があり出席できなくて申し訳なく思って
います。また私共の100周年記念式典に出欠の返
事を頂いていない方がまだ20名以上いらしゃい
ますので10/5迄に到着するようお願い致します 

本日合計        117,000 円 

今期累計 874,000 円  

ニコニコ 
ボックス 

２０１８－１９年度 
１０月理事･役員会報告 


