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[本日の卓話] ７月２８日 
 

「   ガバナー講 評    」 

 

 

[次回の卓話] ８月４日 
         

「   会 員 増 強 について    」 

・・・・・・・・・・・・・ 第２３１８回  ２０１４年７月１４日  例会報告 ・・・・・・・・・・・・・ 
 

■点鐘・ロータリーソング・今月の歌 

「 我らの生業 」「 たなばたさま 」 

■来客紹介 

〇ご来賓３名 

伊藤 三千男 様（ 東分区ガバナー補佐） 

青 木 一 男 様（ 東分区幹事 ） 

古 谷 勝 彦 様（ 東分区副幹事 ） 

〇ビジター２名 

犬 塚 邦 彦 様（ 東京江東 RC ） 

小 島 映 治 様（ 東京江東 RC ） 

■出席状況報告（前々回訂正出席率） 

  51名中 45名出席  出席率 97.78％(6/30…100％) 

■７月のお祝い … 出席 100％ 

■会長報告 

〇新地区委員の紹介と鈴木孝雄ガバナーよりの

委嘱状の伝達(稲山会員) 

■幹事報告 

〇7/11(金)割烹千代田で開催された、第 2 回会

長・幹事会に 山本会長と出席致しました 

〇7/28(月)第 4 回クラブ協議会が｢蓬莱の間｣で

行われます。又、例会会場は｢瑞雲の間｣で行わ

れます。例会終了後、写真撮影が行われます 

■委員会報告 

〇Ｒ財団委員会(保土田委員長)…7/8(火)如水会

館で開催された、地区Ｒ財団セミナーに山本会

長・須賀会長エレクト・保土田の 3名で出席致

しました 

〇IAC 委員会(稲山地区委員長)…7/12(土)に日本

大学第一高等学校にて IAC 会長･幹事会 並び

に地区合同会議が開催され、参加してきました 

〇RAC 委員会(横山(鉄)委員長)…6/14(土)開催の

RAC地区年次大会記念誌をラックに入れました 

■本日の卓話 
 
   「   ロータリーと私   」 
 

東分区ガバナー補佐    

伊藤三千男 様 

 

伊藤ガバナー補佐・青木分区幹事・古谷分区副幹事

…第 2回目の訪問です。7月になって初めてです。

一年間 宜しくお願い致します 

Weekly Report 

Ｌｉｇｈｔ Ｕｐ Ｒｏｔａｒｙ

Ｂｅ ｐｒｏａｃｔｉｖｅ ａｎｄ move ｆｏｒｗａｒｄ

東京江戸川ロータリークラブ 

えどがわ百景 一之江抹香亭 



                                

 

 

 

本日合計        76,000 円   今期累計    222,000 円 

 

 
 
 

（  東京 池 袋ＲＣ ） 

 
 

   1942(昭和17)年5月28日 
   株式会社中西商會 
     通信機器製造 

 

1955 年３月 東京学芸大学附属豊島小学校卒業 
1958 年３月  東京教育大学附属中学校卒業 
1961 年３月 東京教育大学附属高等学校卒業 
1966 年３月 慶応義塾大学経済学部卒業 
 

1966 年４月 株式会社第一銀行入行 
1968 年３月 株式会社第一銀行退職 
1968 年４月 株式会社中西商會入社 
1990 年 11月 代表取締役社長に就任 
 

1982 年６月 東京池袋ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ入会 
1992～93 年 東京池袋ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ幹事 
1997～98 年 東京池袋ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ会長 
1999～00 年 地区副幹事 
2007～08 年 北分区ガバナー補佐 
 

 

2005 年～ｺﾑｼｽﾓﾊﾞｲﾙ株式会社 安全協力会 会長 
2007 年～豊島法人会 会長 
2010 年～としまユネスコ協会 副代表理事 

 
上野君、岩倉君、武田君、荒井君、山本(和)君、

西川君…伊藤ガバナー補佐・青木分区幹事・
古谷分区副幹事、ようこそおいで下さいま
した。当クラブ訪問ありがとうございます 

横山(巖)君、岡本君、森田君、田中(伴)君、多
賀君、伊東君…伊藤ガバナー補佐 ようこそ 

誕生日祝いを頂いて 梅田君・西川君・芦﨑君 

奥様誕生日祝いを頂いて 久保君 

結婚記念日祝いを頂いて 稲山君 

出席 100％祝いを頂いて 多賀君 
石上君…柴田さん このたびの院長就任、誠に

おめでとうございます 

 

2014～2015年度 第 3回クラブ協議会報告 

 

日 時：７月１４日(月) 11：15～12：15 

場 所：タワーホール船堀 2Ｆ「蓬莱の間」 
出席者：カウンセラー  

1 東分区ガバナー補佐 伊藤三千男 様 
    東分区幹事      青木一男 様 
    東分区副幹事    古谷勝彦 様 

   山本(和)、須賀、後関、大野、保土田、
岡本、久保田、飯田、横山(巌)、岩倉、     
宇多、金子、中山、松井、荒井、関口、
森田、稲山、高田、田中(伴)、山本(昌) 
田中(吉)、多賀、菅谷、森、岩楯、久保、
小林、柴田、川野、横山(鉄)、増田、 
上野、石上、梅田、山下、川島、西川、

[敬称略]（出席者：41 名） 
 

 伊藤東分区ガバナー補佐、青木地区幹事、古
谷地区副幹事のご出席を頂き第３回クラブ協
議会が開催されました。 

協議会は、山本会長より活動方針と実施計
画が発表されたのに続き、順次各委員長より
心のこもった各委員会の方針並びに計画の発
表がなされました。 

カウンセラーを務めて頂いた伊藤ガバナー
補佐から、各委員会に対する丁寧な講評を頂
きました。鈴木ガバナーが重点を置いている
会員増強については、自クラブである東京江
東ＲＣの女性会員についての現状説明がされ
ました。また青少年奉仕についても、次世代を
担う青少年の大切さ、そしてローターアクト、
インターアクト両方を提唱している我がクラ
ブへのエールを頂きました。 

限られた時間の中で話し足りない部分もあ
ったと思いますが、非常に有意義な協議会に
なったと思います。最後に後関副会長より閉
会の挨拶があり、協議会は終了しました。 

出席して頂いた皆様のご協力、 
本当に有難うございました。  

（西川幹事 記） 

 

 
 
川野君…柴田さん 先日は大変お世話になり

ました。ありがとうございました 
増田君…宇多さん・宇田川さんに大変お世話

になりました 
大野君…横山(巖)さん 先日はありがとうご

ざいました 
稲山君…金子(栄)さん 地区 IAC 委員会の合

同会議では貴重な意見をありがとうござい
ました。田中(吉)さん 勉強させて頂きあり
がとうございました 

市川君、関口君、森君、岩楯君…ニコニコご苦
労様です 

小林君…ニコニコ御協力ありがとうございます。
大野さん・伊東さんありがとうございました 


