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[本日の卓話] １２月８日 
 
「 日本一のエコタウンを目指して 

～江戸川区の環境の取り組み 」   
江戸川区環境部  部長  山崎実  様  

（ 紹介者：当クラブ会員  荒井知久 君 ） 

 

[次回の卓話] １２月１５日 
         
「五大奉仕委員長 上半期活動実績報告」 

 

・・・・・・・・・・・・・ 第２３３２回  ２０１４年１２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 
〇ゲストスピーカー1名  

風 戸 正 義 様（有限会社さかえ寿司 代表取締役）  
〇ご来賓2名 東京マスダ学院にてチャレンジ ザ ドリーム体験中 
鈴 木 あ い さん（ 小松川第二中学校２年 ） 
藤 井 優 衣 さん（ 小松川第二中学校２年 ） 

〇ゲスト 1名  
大 澤 文 誉 様（ 大澤会員ゲスト ） 

■出席状況報告（前々回訂正出席率） 
  51名中 44名出席 出席率 93.61％(11/10…100％) 
■12月のお祝い 
〇誕生日・奥様誕生日・結婚記念日・出席 100％ 
■誕生日の歌（ スピーチ 小林会員 ） 
■会長報告 
〇次週 12/8(月)例会終了後、年次総会を開催致し
ますので、皆様のご出席をお願い致します 

〇本日 12/1(月)より、会長 山本の携帯番号が変更
となりました。080-4477-9606 です。FAX にてお
知らせしますので、登録変更を宜しくお願い致し
ます 

〇東京江戸川中央 RC より、11/6(木)に開催した東
分区ＩＭの礼状が届きました 

〇元東分区ガバナー補佐 故大森幹彦様(東京東RC)
の喪中連絡がありました 

〇山本(昌)会員へ、米山特別寄付 功労者 感謝状の
贈呈 

■幹事報告 
〇東京葛飾 RC 創立 50 周年記念例会が、11/27(木)
上野精養軒で行われました。当クラブより 7名の
会員が出席致しました 

〇ロータリーの友・ガバナー月信 12月号をラックへ
配布致しました 

〇例会終了後、2Ｆ｢藤の間｣において理事役員会を開
催致します 

〇12月のロータリーレ－トは、1ドル 112円です 
■委員会報告 
〇クラブ奉仕委員会(岡本副委員長)…11/25(火)東
武ホテルで開催された、地区クラブ奉仕委員会に
出席致しました 

〇青少年奉仕委員長(田中(伴)委員長)…青少年奉仕
情報第 8 号、第 2580 地区内 RAC の例会予定表が
届きましたので ご回覧下さい。また、東京東江戸
川 RC 主催のエコキャップ収集活動に協力し、
11/29(土)13,036個のキャップを届けました 

〇社会奉仕委員会(森委員長)…小松川千本桜 清掃・

施肥作業参加のお願い。日時 12/13(土)午前 8 時

50分集合。ご参加可能な方は、社会奉仕委員長 森

まで ご一報下さい               
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本日合計        74,000 円 

今期累計   1,265,496 円 

 

日  時：2014 年 12 月 1 日(月) 13：40～ 

場  所：タワーホール船堀 2Ｆ｢ 藤の間 ｣ 
出席者：理事、役員 山本(和)、須賀、後関、 

西川、飯田、森、菅谷、田中(伴)、 
岩倉、金子(栄)、高田、 
会場監督 田中(吉) 会計監査 大野･久保田 
親睦活動委員長 岩楯 

［ 記録係：副幹事 柴田・伊東 ］以上 17 名 
 

＜協議事項＞ 

１. 地区大会 人頭分担金支払いの件  

〇￥9,000×51 名＝￥459,000 

２. マツヤサロン･ピアニストへのお歳暮の件  

〇例年通りの金額で贈呈する 

３. 事務局賞与の件  

〇例年通りの基準による 

４. 事務局年末年始休暇の件  

〇12/27(土)～1/4(日)迄 

５. 忘年家族会補正予算案の件  

〇ご夫婦共に出席できなかった会員には、

別途お土産をお渡しする 

６. 臨海 RCよりの｢ロータ－アクト共同提唱｣

の件  

〇具体的要請内容の詳細等をさらに詰め

た上で検討する 

＜報告事項＞ 

１. 11 月収支報告 … 西川幹事より 

  

■委員会報告
〇会場監督(田中(吉)委員長)…12/8(月)11:30

より忘年家族会の打合せを行いますので、
SAA 及び親睦活動の委員の方は出席をお願
い致します 

〇ゴルフ同好会(関口委員長)…12/2(火)いわき
勿来 RC との親睦ゴルフコンペを行ないます 

〇セ･ソウル委員会(関口委員長)…セ･ソウル RC
創立記念例会(2015.3.25)に向け、3/25(水)～
3/27(金)に訪韓を予定しております 

〇IAC委員会(久保委員長)…11/23(日)城西中
学･高等学校で開催された地区 IAC 合同活
動 及び地区 IAC 委員会に出席致しました 

〇釣り同好会(後関委員長)…11/30(日)岩楯邸
でロータリーデ－を兼ねて｢釣った魚を食べ
る会｣を催しました。RE-5 クラブからも 10 名
の参加を頂き、多数の会員と共に楽しい一日
を過ごしました 

■本日の卓話 
 

「 寿司は世界の共通語 」 
 

有限会社さかえ寿司  
代表取締役  風戸正義 様 

 
（ 紹介者：当クラブ会員  多賀之雄 君 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
多賀君…本日の卓話者 風戸さんを宜しくお願い

します 
増田君…小松川二中 藤井優衣さん・鈴木あいさん 

宜しくお願い致します 
誕生日祝いを頂いて 金子(正)君…12/4で 74才に

なります/山本(和)君…64 才になりました/  
小林君…55 才になります/川島君…ありがとう
ございます。これからもお世話になります 

奥様誕生日祝いを頂いて 久保田君・芦﨑君…お祝
いありがとうございます 

結婚記念日祝いを頂いて 川島君…ありがとうご
ざいます 

出席 100％祝いを頂いて 森田君…ありがとうご
ざいます/森君…お陰様で 5 年が過ぎました。
これからもご指導を宜しくお願い致します 

田中(伴)君…エコキャップの収集では大変お世話
になりました。合計 13,036 個集まりました 

荒井君…東京葛飾 RC 創立 50 周年記念式典に参加
の皆さんお世話になりました。       
多賀さん お世話になりました 

山本(和)君…魚を食べる会、多数のご参加ありが
とうございました 

後関君…魚を食べる会 楽しかったです 
横山(巖)君…魚を食べる会、RE-5 の人達と楽しく

出来ました 
大野君…魚を食べる会、役員の皆様お世話になり

ました 
佐久間君・保土田君…魚を食べる会、大変楽しく

美味しかったです。皆さんお世話になりありが
とうございました 

久保田君・西川君・田中(吉)君・多賀君・柴田君・
横山(鉄)君・川島君…魚を食べる会では、山本
会長・後関さん・岩楯さんに大変お世話になり
ました。ご参加の皆様ありがとうございました 

岡本君…お魚 食べ損ないました 
岩倉君…今月は受付係です。宜しくお願いします 
飯田君…山本会長、先日はお気遣い頂きありがと

うございました 
梅田君…多賀さん、台北での写真を沢山頂き誠に

ありがとうございました。良い思い出が出来ま
した 

関口君…ニコニコご苦労様です 
川野君…ニコニコ応援しています 
小林君…ニコニコご協力ありがとうございます 

 


