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[本日の卓話] ２月９日 
 
「 2014-15年度地区職業奉仕委員会で学んだ 

私の職業奉仕と最新のタイ国情報について 」 
 

当クラブ会員   武田英彦  君  
 

 

[次回の卓話] ２月１６日         
  

「  操られたルーズベルト  」 
 

当クラブ会員   白子英城  君  
 

（  紹介者：当クラブ会員 関口眞司 君 ） 

・・・・・・・・・・・・・ 第２３３８回  ２０１５年２月２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 

〇ご来賓 1名 

川 口   基 様（ 東京江戸川 RAC ） 

〇ビジター3名 

橋 本 豊 之 様（ 東京臨海 RC ） 

池 田 正 孝 様（ 東京江戸川中央 RC ） 

須 賀 精 二 様（ 東京東江戸川 RC ） 

■出席状況報告（前々回訂正出席率） 

  51名中 48名出席 出席率 97.96％(1/19…97.87％) 
■２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 森会員 ） 

■会長報告 

〇入院療養していた保土田会員が無事回復し、本日

例会に出席されました。 

～ 保土田会員より退院の報告 ～ 

■幹事報告 

〇ロータリーの友・ガバナー月信 2月号をラックへ

配布致しました 

〇米山記念奨学会より確定申告用領収証が届きまし

たので、ラックへ配布致しました。お忘れなき用

お持ち帰り下さい 

〇㈱クマヒラより｢抜崒のつづり」を寄贈頂きました

ので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 2月のロータリーレートは、1ドル 118円です 

〇姉妹クラブ いわき勿来 RC より週報が届きました

のでご回覧下さい 

■委員会報告 

〇RAC委員会(横山(鉄)委員長)…今月の RAC例会は、

2/21(土)グリーンパレスで開催致します。参加ご

希望の方は、委員長 横山(鉄)へ連絡願います 

 

■本日の卓話 
 
「  北朝鮮について  」 

 
当クラブ会員    

宇田川芳雄  君  
 
 
 
 
 
 

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 

２月２３日(月)は休会です 



                                

本日合計      106,000 円 

今期累計   1,731,496 円 

 

日  時：2015 年 2 月 2 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、金子(栄)、宇田川、飯田、 

田中(伴)、高田、会計監査 大野･久保田 

ゴルフ同好会委員長 関口 

［ 記録係：副幹事 伊東 ］以上 13 名 

 ＲＥ－５ゴルフコンペの件  

〇4/17(金) 茨城ゴルフ倶楽部で開催 

 ゴルフ同好会他のお手伝いを頼む 

 職場見学会及び親睦旅行の件  

〇親睦旅行及び職業奉仕活動の一環とし

て、 4/11(土 )～ 12(日 )にサントリー  

白州蒸溜所の工場見学を行う 

 忘年家族会の決算報告  

〇なお写真については、柴田会員他の会

員の方々のご厚意により各会員に配布

された旨の報告があった 

 次年度地区役員・委員 就任依頼の件  

〇上野操会員→地区研修リーダー、地区

法務担当、地区指名委員会委員、地区諮

問委員会 委員、地区危機管理委員会 委員 

〇増田一美会員 → 地区 RAC委員会 委員 

〇山本和夫会員  →  地区日韓友好特別

(オンツーソウル)委員会 委員 

 米山カウンセラー就任依頼の件  

〇 2015.4.1～2016.3.3 の米山記念奨学生の 

世話クラブ及びカウンセラーを引き受ける 
 

 1 月収支報告 … 高田会計より 

米山普通寄付(下期)…51名×＠2,500円＝127,500円 

ＲＩ人頭分担金  …51 名×＠＄27＝＄1,377 

※＄1＝118 円(162,486 円) 

地区人頭賦課金(下期)…51 名分 451,140 円 

 

 

  
東京江戸川中央 RC 池田様…本日お世話にな

ります 
東京東江戸川 RC 須賀様…お世話になります 
岡本君…宇田川さんの少し過激な卓話に期待

します 

森田君、伊東君…宇田川さん 本日の卓話楽し
みです 

誕生日祝いを頂いて 久米君、森君／宇田川君

…昨日 86 才の誕生日を迎えました。これ

からもよろしく／岡本君…夢だったロマ

ンスグレーと呼ばれる 70 才になるまでに

あと 2 年となりました 

奥様誕生日祝いを頂いて 武田君、荒井君…あ

りがとうございます／西川君…今年も誕

生祝いが出来る喜びを感じています／  

多賀君…ホテルオークラでみんなで会食

してきました 

結婚記念日祝いを頂いて 岩倉君…27 日で満

50 年になります。よく我慢したものです／

金子(正)君…今月の 22 日で 47 年目になり

ます／田中(伴)君…お祝いを頂きありが

とうございます／菅谷君…ただ感謝／伊

東君…妻に感謝で 38 年経ちました／木本

君…7 回目の記念日です。ありがとうござ

います 
出席 100％祝いを頂いて  横山(巖)君…あれ

から 30 年いろんな人と会いました／宇多
君、須賀君、関口君／高田君…平素の分単
位のスケジュールに振り回されている私
にとって、本会の例会出席 100％は人生最
大の達成感です／西川君…ロータリーに
入会して 9 年目を迎えます。新人のつもり
でいたのですが早いものですね 

保土田君…クラブより病気見舞頂きありがと
うございました。日に日に体力回復して来
ました 

荒井君…娘の雅日が足の手術後、新極真会空
手 関東交流試合 中学女子の部で、久しぶ
りに準優勝しました 

増田君…ローターアクト、横山(鉄)さんの頑
張りで発展しています 

飯田君…山本会長 先日はありがとうござい
ました。美味しかったです 

田中(伴)君…多賀さん・田中(吉)さん、楽し
い時間をありがとうございました。横山
(鉄)さん お世話になりありがとうござい
ました 

田中(吉)君…横山(鉄)さん・田中(伴)さん・
多賀さん お世話になりました 

小林君…横山(巖)さん 先日は大変失礼しま
した。久保さん お世話になりました 

多賀君…伊東さん 写真ありがとうございま
した 

梅田君…寒い毎日ですね。風邪に注意しまし
ょう 

市川君、山本(和)君、西川君、森君、川野君…
ニコニコご苦労様です 

大野君…ニコニコ御協力ありがとうございま
す 


