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《 本日の卓話 》  １月１６日 
    
 

「  新年初例会  」 

《 次回の卓話 》  １月２３日 
 

「  新年を迎え 将に心を新たに  」 

 

当クラブ会員  金子 栄一 君 
 

 
       第２２１３回 ２０１１年１２月２６日 例会報告     

＜ 点鐘・ロータリーソング ＞ 

「 手に手つないで 」「 四つのテスト 」⋯山下(佳)ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 

＜ 来客紹介 ＞ 

●ご来賓、ビジター 無し 

＜ 出席状況報告 ＞ 

50 名中  45 名出席  出席率 90％（12/12 訂正出席率 100％) 

＜ 会長報告 ＞ 

●12 月 21 日(水)に行われました忘年家族会は、会員皆 

  様のご協力により盛会で終わる事が出来ました。合 

  わせて、SAA 委員会、親睦活動委員会の皆様のご協 

  力に感謝申し上げます 

●年6 回クラブ協議会を開催する事になっております。 

  五大奉仕委員長「上半期活動実績報告」を第 5 回ク 

  ラブ協議会とさせて頂きます 

●本日の例会で上半期の例会を終えることになりま 

  す。会員・各委員会・理事役員の皆様の、ご理解ご 

  協力に感謝申し上げます 

●石垣ロータリークラブより創立 50 周年の記念誌が 

  届けられました。皆様方へ披露致します。又、謹ん 

  でお祝い申し上げます 

●田中吉嗣会員のご尊父が、12 月 21 日ご逝去されま 

  した。謹んでご冥福をお祈り申し上げますと共に、 

  クラブよりお気持ちをお渡しさせて頂きます。告別 

  式は 12 月 24 日長崎県にて執り行われました 

＜ 幹事報告 ＞ 

●1 月のロータリーレートは、1 ドル 78 円です 

●例会 部屋変更のお知らせ。1/16(月)新年初例会は、 

  2Ｆ｢瑞雲の間｣で開催致します 

●1 月の理事役員会は、第 2 週目の 1 月 23 日(月)に開催 

  となります 

●事務局 年末年始休暇のお知らせ。12/29(木)～1/5(木) 

  迄お休みとなります 

＜ 委員会報告 ＞ 

●親睦活動委員会(山本(昌)委員長)⋯忘年家族会の写真 

  をラックへ配布致しました。この写真は親睦活動委員 

  会で撮影した物で、フレームのあるものは委員会で負 

  担致しました。又、その他の写真は森田会員、多賀会 

  員による撮影でご厚意により頂戴いたしました。感謝 

  申し上げます 

●健康管理委員会(岩倉委員長)⋯食事中に良くむせる 

  (嚥下障害)事があります。これは誤飲を防いでいます。 

  嚥下障害にならない為の予防法を配布しましたので 

  ご覧ください 

＜ 本日の卓話 ＞  
 
    五大奉仕委員長「 上半期活動実績報告 」 
   

           クラブ奉仕委員長   山本 和夫 

           職業奉仕委員長     森田 知行 

           社会奉仕委員長     関口 眞司 

           国際奉仕委員長     松井 宣彦 

           新世代奉仕委員長   髙橋 盛雄 

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 
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会 長  武 田 英 彦 

 

明けましておめでとうございます。 

清々しい新年をお迎えになられた事とお慶び申し上

げます。 

 昨年 7 月から始まった 2011 年度も、瞬く間に通

り過ぎてしまったというのが私の心境です。この間

に数多くの会員に助けられ、とても感謝し、ありが

たいものだと思っております。 

昨年 3 月に発生しました未曽有の「東日本大震災」

の年に感じた事がございます。それは義援金を通し

て当クラブの会員相互のご理解を頂いた「絆」、タイ

国プララメスアンロータリークラブとの友情の「絆」、

福島県のいわき勿来ロータリークラブとの新たな

「絆」でございます。人は日本人としてのみならず、

世界人として様々な絆の中で生かされている、その

事を新たに教えて頂いた災害であったと思いました。 

新たな 2012 年は、被災地域の復興がいよいよ本

格的になり、被災された方々が心から穏やかな暮ら

しが始まり、7 月には夏季五輪としては 30 回目の大

会となるロンドンオリンピックが開催される年であ

り、活力ある辰年になると信じております。私共ロ

ータリアンは出来る事がある限り、事を吟味し、尽

力を尽くす事が使命だと思います。 

東京江戸川ロータリークラブでの私の会長として

の任期も、あと半年を残すばかりとなりました。や

り残した事は早めに実行し意義のある年にしたいと

願っております。 

会員の皆様にはご尽力いただく事が多いと存じま

すが、どうかご理解とご協力を宜しくお願い申し上

げます。 

結びに当たり、皆様のご事業のご繁栄、並びにご

家族一同様のご健康を祈念致しまして新年のご挨拶

とさせて頂きます。 
 

 

副会長   山 本 和 夫 

 

新年明けましておめでとう御座います。 

会員の皆様におかれましては、清々しい新年を迎え

られた事とお喜び申し上げます。 

 今期は副会長として、武田会長・須賀幹事を後方

から盛り立てて行く所存ですが、半期が終了してど

れだけバックアップが出来たのかなと反省しており

ます。後半は姉妹クラブとの交流や国際大会と、ま

だまだ多くのイベントが控えておりますので、会長

の意向をお聞きして、会員の皆様に大いにロータリ

ーライフを楽しんで頂ける様に努めて参ります。 

 残り半年間となりましたが、皆様のご協力をお願

い申し上げまして、年頭の挨拶とさせて頂きます。 

 

 

副会長   後 関 和 之 

 

  新しい年を無事に迎えられたことを心より喜んで

おります 

  昨年は心痛むことが多い年でした。また色々なと

ころでほころびが見えてきた年でもありましたが、

今年は原理原則に立ち返り、新しいことにチャレン

ジしてゆく一年になればと思います。年頭にリセッ

トして、新しい年が少しでも希望の感じられる良い

年になりますように願っています。 

 

 

幹 事   須 賀 雅 文 

 

  明けましておめでとうございます。 

昨年は大変お世話になりました。今年も宜しくお願

い致します。 

  正月気分もすぐ当たり前の毎日になって慌しく過

ぎて、泣いたり、怒ったりもあるけれど、ふと微笑

みがこぼれる時、ちょっとしたことに幸せを感じま

す。毎日のささやかな喜びを大切にしたいものです。

ロータリークラブにも問題は多々あります。最善を

つくし、最良の結果を残せるよう努力して行きたい

と思います。 

Weekly Report ROTARY CLUB OF TOKYO EDOGAWA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 
 

 
田中(吉)君⋯12/24 の父の葬儀に際しましては、

ロータリークラブ並びに会員の皆様にお心

使い頂きまして、本当にありがとうございました。お陰

様で滞りなく葬儀を済ますことが出来ました 

武田君⋯忘年家族会で会員の皆様に大変お世話になりまし

た。また、この半年お世話になりました 

山本(和)⋯上半期 会員の皆様のご協力大変ありがとうござ

いました 

後関君⋯来年が良い年であります様に 

須賀君⋯先日の忘年家族会、会員の皆様・親睦活動委員会・

会場監督の皆様、お疲れ様でした 

宇田川君⋯先日の忘年家族会お世話になりました。お陰で会

長賞を頂きました 

佐久間君、市川君⋯忘年家族会で大変お世話になりました 

大野君⋯忘年家族会お世話になりました。森田さん・多賀さ

ん 写真を頂きありがとうございました 

保土田君⋯忘年家族会 大変楽しかった。役員の皆様ご苦労

様でした 

上野君⋯忘年家族会ありがとうございました 

石上君⋯先日の忘年家族会 楽しくさせて頂きました。今年

一年色々な事がありましたが、皆さんに大変お世話にな

りました。来年は良い年であります様に 

久保田君⋯忘年家族会 楽しませて頂きました。皆さん良い

お年をお迎え下さい 

白子君⋯忘年家族会は楽しかったです。本年一年間お世話に

なりました 

横山君⋯忘年家族会 親睦・SAA の皆さんありがとうござい

ました。原田さん・小林さん サンタご苦労様でした 

岩倉君⋯楽しい忘年家族会をありがとうございました。本年

も大変お世話になりました 

金子(正)君⋯忘年家族会 大変楽しかったです。親睦・SAA

の皆様ご苦労様です 

松井君⋯忘年家族会は孫達にとって最高のプレゼントとな

りました。親睦・SAA の皆様に感謝致します 

荒井君⋯忘年家族会では、SAA・親睦活動委員会の皆さん大

変お世話になりました。山本(昌)さん・柴田さん・多賀さ

ん、写真ありがとうございます 

森田君⋯会長・幹事・親睦活動委員会・SAA の皆さん、忘年

家族会ご苦労様でした 

西川君⋯忘年家族会では、会長・幹事そして皆様、大変あり

がとうございました 

田中(伴)君⋯楽しい忘年家族会をありがとうございました 

山本(昌)君⋯忘年家族会が終わりホッとしました 

菅谷君⋯忘年家族会 孫 2 人が大喜びでした 

久保君⋯忘年家族会、同席の高田さん・西川さん、私の妻が

大変お世話になりました。お陰様で首の皮 1 枚つながり

新年を迎えられそうです 

森君⋯忘年家族会楽しかったです。ありがとうございました 

岡本君、飯田君、梅田君⋯今年一年お世話になりました。来

年も宜しくお願い致します 

金子(栄)君⋯悔いのない一年ありがとうございました 

高田君⋯来年は待ちに待った年男、頑張るぞ！ 

岩楯君⋯一年間ありがとうございます 

髙橋君、関口君⋯ニコニコご苦労様です 
 

１月の受付当番  岡本君 ・ 後関君 ・ 菅谷君 
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本日合計    ８５，０００円 
今期累計 １,４３４，０００円 

 

 

 

 

     ○ 大澤恒也 会員 

        (1916 年)大正 5 年 5 月 27 日生 

     ○ 長尾謙一 会員 

        (1928 年)昭和 3 年 3 月 15 日生 

     ○ 高田信一 会員 

        (1940 年)昭和 15 年 8 月 21 日生 

     ○ 飯田弘 会員 

        (1940 年)昭和 15 年 11 月 22 日生 

     ○ 横山巖 会員 

        (1940 年)昭和 15 年 11 月 30 日生 

     ○ 金子正司 会員 

        (1940 年)昭和 15 年 12 月 4 日生 

     ○ 川野克博 会員 

        (1964 年)昭和 39 年 1 月 10 日生 

*** 1 月のお祝い *** 
 
■誕生日お祝い  
  久保田君  武田君  荒井君  森田君 
  多賀君  岩楯君  川野君 
            
■奥様誕生日お祝い  
  石上君  飯田君  山本(和)君  高田君 
  山本(昌)君  岩楯君  原田君 
             
■結婚記念日お祝い  
  金子(栄)君  森君 
       
■例会出席 100％お祝い 
  小久保君(44 回)  増田君(43 回) 
  稲山君(5回)  田中(吉)君(4回) 岩楯君(2回) 


