
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

《 本日の卓話 》 ７月１１日 
「五大奉仕委員長・年間活動予定」 

クラブ奉仕委員会 委員長 山本 和 夫 
職業奉仕委員会 委員長 森田 知 行 
社会奉仕委員会 委員長 関口 眞 司 
国際奉仕委員会 委員長 松井 宣 彦 
新世代奉仕委員会 委員長 髙橋 盛 雄  

《 次回の卓話 》  ７月２５日 
 

「  創立48周年 記念例会・祝賀会  」 

 第２１９２回 ２０１１年７月４日 例会報告  

＜新旧引継式＞ 

◎金子(栄)前会長から武田新会長へ 認証状伝達・木槌 

  引渡 記念品贈呈 

◎中山副会長から山本(和)新副会長に引継 記念品贈呈 

◎山本(和)前幹事から須賀新幹事に引継 記念品贈呈 

＜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 

  猪野 弘行 様（東京東江戸川ＲＣ会長） 

  鈴木 義雄 様（東京東江戸川ＲＣ副会長） 

  田村  亘  様（東京東江戸川ＲＣ幹事） 

  大澤 成美 様（東京臨海ＲＣ会長） 

  田村 浩康 様（東京臨海ＲＣ副会長） 

  橋本 豊之 様（東京臨海ＲＣ幹事） 

＜出席状況報告＞ 

 50 名中46 名出席 出席率92%(6/20 出席率100%) 

＜乾杯＞ 久米元会長 

＜会長報告＞ 

 ●新理事・役員の紹介 

 ●新地区委員の紹介と水野ガバナーよりの委嘱状の伝達 

＜ご来賓より祝辞＞ 

 東京東江戸川ＲＣ会長 猪野 弘行 様 

 東京臨海ＲＣ会長 大澤 成美 様 

＜幹事報告＞ 

 ●当クラブ会員名簿・臨海ＲＣ会員名簿・ロータリー 

  の友を、ラックへ配布しました。 

 ●今年度のガバナー月信について 

 ●例会終了後「松・桜の間」にて 2011-12 年度初理事 

  ・役員会を開催 

 ●上期会費及び忘年家族会費納入お願いを本日発送 

＜委員会報告＞ 

 ●会報委員会より週報について 

＜激励の言葉＞ 

 大澤元会長、保土田元会長、髙橋元会長 

＜本日の卓話＞ 

 「三役就任挨拶」 

  会 長 武田英彦 

  副会長 後関和之 

  副会長 山本和夫 

  幹 事 須賀雅文 

 
 
 

 創 立 １９６４年７月３０日 会   長 武田英彦 
 例会日 月曜日（12:30～13:30） 副 会 長 山本和夫 後関和之 
 例会場 タワホール船堀 TEL (5676-5511) 〒134-0091 江戸川区船堀 4-1-1 幹   事 須賀雅文 
 事務局 〒130-0013 墨田区錦糸 1-1-5 A ビル６階（事務局員／松本育子） 会報委員会 高田、稲山、長尾、西川、田中(吉)、小林 
  TEL 5637-4603  FAX 5637-4611  E-mai:edogawa@club.email.ne.jp URL http://www.edogawa-rc.jp 

心の中を見つめよう 博愛を広げるために 

Reach Within to Embrace Humanity 
国際ロータリー会長 カルヤン・バネルジー 

より楽しもう より奉仕しよう 

Enjoy and Serve more 
東京江戸川ロータリークラブ会長 武田英彦 

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 Vol.48 No.2 第２１９３回 2011.7.11 

小松川境川浸水公園 

（提供 ･ 江戸川区） 

Weekly Report 

２ページ ニコニコＢＯＸへ続く→ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weekly Report ROTARY CLUB OF TOKYO EDOGAWA 

2011-12 年度 
７月理事・役員会報告 

 
日   時：２０１１年７月４日(月) 
場   所：タワーホール船堀 2Ｆ「松・桜の間」 
出席予定者： 

理事・役員 武田、中山、山本(和)、後関、須賀、西川、 

金子(栄)(直前会長)、森田、関口、松井、保土田、横山、髙橋、 

会 計 監 査 久保田、大野 

ＳＡＡ委員長 荒井 

親睦活動委員長 山本(昌) 

 ［ 記録係：副幹事 多賀、久保 ］   以上 １９名 
 

＜協議事項＞ 

１．理事役員会決済メンバー確認の件 [承認] 

２．新年度開始会員数(50 名)確認の件 [承認] 

３．出席規定免除(13 名)確認の件 [承認] 

４．2011 年～2012 年度予算(案)の件 [承認] 

５．本年度の入会金の取り扱いについて 

 [一般会計にて処理し臨時収入とみなす] 

６．7 月 25 日(月)例会を創立 48 周年記念例会・祝賀会 

    とし、夜間例会に変更する。記念例会・祝賀会へ奥 

    様の参加を集い参加費は 5,000 円とする件  [承認] 

７．忘年家族会は 12 月 21 日(水)東京ディズニーシーの 

    ホテルミラコスタで開催し、会費は会員１人当たり 

    55,000 円とする件。     [承認] 

８．水野ガバナーより義援金を 7 月 1 日現在の会員数 

    に 1 万円を乗じた金額をお願いする件 

   [社会奉仕委員会特別予算より拠出] 

９．昨年度より実行のクールビズ導入を９月迄の例会で 

   実施する件「但し、水野ガバナー公式訪問時はネク 

   タイ着用とする。」                        [承認] 

10．米山奨学会 普通寄付の金額と支払い方法について 

  [米山奨学会委員会より一人当たり￥6,000 で拠出] 

11．第 34 回 江戸川区民まつり(10/9(日)開催)の協賛に 

   ついて  

     [例年通り 3 万円協賛し RE-5 で合同協賛とする] 

12．その他 

  ①７月２５日の４８周年記念例会に東京東ＲＣ、向島Ｒ 

    Ｃの二役に案内を出す。 

 ②三菱東京ＵＦＪ銀行定期預金の証書を金子前会長 

   から武田新会長へ引渡し完了。 
 

＜報告事項＞ 

１．7 月 11 日(月)金谷宏治東分区ガバナー補佐による 

    第３回クラブ協議会が開催されます。 

２．８月 1 日(月)水野正人ガバナーによる第４回クラブ 

    協議会が開催されます。 

３．11 月 10 日(木)東分区 IM が東京ベイ RC(ホスト)に 

    よりロイヤルパークホテル(水天宮)で開催予定です。 
      

本日合計   １３３，０００円 
今期累計    １３３，０００円 

東京東江戸川ＲＣ三役様⋯一年間お世話になります。 
東京臨海ＲＣ三役様⋯初例会おめでとうございます。 
武田君⋯第 48 代会長に就任します武田です。会員の 
  皆様、一年間宜しくお願い致します。 
後関君、山本(和)君⋯武田丸いよいよ船出です。一年間 
  宜しくお願い致します。 
須賀君⋯新年度、会員皆様ご指導・ご協力宜しくお願 
  い致します。 
大澤君⋯武田会長の年度、ご苦労様です。 
久米君、久保田君、岩倉君⋯武田丸の船出を祝し、これ 
  から一年間宜しくお願いします。 
佐久間君、金子(栄)君⋯今年度一年間、宜しくお願い 
  致します。 
大野君⋯初例会おめでとうございます。武田会長カラ 
  ーの新風を、是非クラブ活動に送り込んで下さい。 
保土田君、横山君⋯武田・須賀年度、頑張って下さい。 
上野君⋯武田丸の出帆を祝う。 
岡本君⋯新年度もよろしく。 
池田君⋯新年度の発足おめでとうございます。また一 
  年間宜しくお願い致します。 
飯田君⋯武田会長年度の門出をお祝いして 
白子君⋯武田新会長、大いに期待しています。 
梅田君⋯武田会長・須賀幹事、一年間御苦労様です。 
荒井君、金子(正)君、岩楯君⋯武田会長・須賀幹事、 
  一年間宜しくお願いします。 
森田君、多賀君⋯武田会長・須賀幹事、一年間頑張っ 
  て下さい。 
宇多君⋯初例会を迎えて。武田・後関・山本(和)・須 
  賀年度、宜しくお願い申し上げます。 
山下(茂)君⋯武田年度初例会おめでとうございます。 
  頑張って下さい。 
松井君⋯武田丸、須賀幹事のサポートで無事船出を 
  お祝い申し上げます。一年間頑張って下さい。 
中山君⋯武田会長年度の出発を祝って 
髙橋君⋯武田会長、初例会おめでとうございます。 
田中(伴)君、田中(吉)君⋯武田会長年度、初例会おめ 
  でとうございます。 
山本(昌)君⋯武田会長、一年間お世話になります。 
  精一杯協力します。 
久保君⋯武田会長、一年間お世話になります。 
高田君⋯週報今年度第一号にミスして、誠に申し訳あ 
  りません。 
西川君⋯地区活動納めの会では、ガバナー・幹事・そして 
  副幹事ご苦労様でした。そして大変お世話になりました。 
増田君⋯二男の結婚式を行いました。 
関口君⋯ニコニコご苦労様です。 

 ７月のお祝い  
■誕生日お祝い 
   小久保君、佐久間君、梅田君、 
   西川君、山下(佳)君 
■奥様誕生日お祝い 
   山下(佳)君、久保君 
■結婚記念日祝い 
   稲山君 
■出席 100％お祝い 
   多賀君(3 回)、山下(佳)君(2 回) 


