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[本日の卓話] ８月２４日 
  

「 各種同好会報告 」 
 

釣り同好会、ゴルフ同好会、健康管理委員会 

 

[次回の卓話] ８月３１日         
  
「 クラブ奉仕関連各委員会について 」 

 

当クラブ会員 森田知行 君 

・・・・・・・・・・・・・ 第２３６１回  ２０１５年８月１０日  例会報告 ・・・・・・・・・・・・・ 
 

■点鐘・ロータリーソング・今月の歌 
「 我等の生業 」「 うみ 」 

■来客紹介 
○ゲスト１名 
佐久間 唯一 様（ 飯田会員ゲスト ） 

○ビジター１名 
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 40名出席 出席率 86.96％ (7/27…100％) 

■８月のお祝い 
〇誕生日・奥様誕生日・出席 100％ 
■誕生日の歌（ スピーチ  高田会員 ） 
■会長報告 

○8/5(水)東武ホテルで開催された、東京臨海ＲＣ

創立 22 周年記念例会に、三役で出席して参りま

した 
■幹事報告 
○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 

○いわき勿来RCより週報が届きましたので ご回覧
下さい 

○次週 8/17(月)は、タワーホール船堀 休館日の為
「休会」です。次回 8/24(月)の例会は 2F「桃源
の間」に変更となりますので ご了承下さい 

○先週の記念例会席上にて「会員名簿」の落し物が
ありました。お心当たりの方は事務局までお尋ね
願います  

■委員会報告 
○ゴルフ同好会(菅谷委員長)…①今年度 ゴルフ同
好会メンバー募集中です。是非ご入会下さい ②東
分区懇親ゴルフ大会が10/14(水) 茨城ゴルフ倶楽
部にて開催されます。ホストは東京臨海ＲＣです。
奮ってご参加下さい ③バーリンゲイムＲＣ主催・
奨学金チャリティーゴルフへの参加案内が来てお
ります 

○IAC 委員会(森委員長)…8/2(日) 沖縄ホテルロイ
ヤルオリオンで開催 第 52回 IAC年次大会に出席
して参りました 

○クラブ奉仕委員会(森田委員長)…次回8/24(月)例
会終了後13:40～｢松･桜の間｣でクラブ奉仕フォー
ラムを開催致します。テーマ：会員増強について、
カウンセラー：岡本元会長にお願いしましたので、
多数のご出席をお願い申し上げます 

○職業奉仕委員会(田中幹事･代)…7/28(火）ロイヤ
ルパークホテルにて開催された「第１回地区職業
奉仕セミナー」に多賀委員長と田中にて参加致し
ました 

○岩倉会員…バーリンゲイムＲＣ交換留学生を受け
入れての感想の発表 

■本日の卓話  
「 最近の政治情勢について 」 

当クラブ会員 宇田川芳雄 君 

（ 紹介者：当クラブ会員 飯田弘 君 ） 
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本日合計     63,000 円 

今期累計   887,000 円 

2015-16 年度８月 理事･役員会報告 
 
日時 ：２０１５年８月１０日(月) 
場所 ：タワーホール船堀 2Ｆ「 藤の間 」 
出席者 ： 
理事、役員 須賀、荒井、森田、田中(伴)、
小林、関口、久保、武田、横山、 
会計監査 稲山 
会場監督 柴田  親睦活動委員長 田中(吉) 
［記録係：副幹事 芦﨑］( 以上 13 名 ) 
 
＜協議事項＞ 
1. 上野操会員 出席免除申請の件…承認 
2. ロータリー財団 年次基金 会員一人当た

りの寄付額の件…承認 
・会員＄100/1 人の寄付依頼を行い、クラ
ブ全体の目標を設け不足分は有志によ
る増額寄付をお願いする 

3. 事務局 夏季休暇の件…承認 
・8月11日(火)～14日(金)及び17日(月)迄 

4. バーリンゲイム短期交換留学生 受入予
算書承認の件…承認 
・2015～16 年度分の予算内訳及び予算総
額 150 万円を承認 

5. バーリンゲイム交換留学生派遣にかかる
委員会立上げの件…承認 
・国際奉仕、バーリンゲイム各委員会並び
に三役を中心に、次年度の留学生派遣
に向けての組織を立上げ、派遣への協
議・準備に入る 

6. 創立 52周年記念例会お祝い金の取り扱い
ついて…承認 
・お祝い金はニコニコBOX(特別会計)へ繰
り入れる 

7. ボーイスカウト江戸川第５団ビーバース
カウト隊、隊旗の寄贈について…承認 
・隊旗制作費用全額を寄贈とする 

 
＜報告事項＞ 
1. ７月収支報告…小林会計より 
2. 第４回クラブ協議会の留意事項 

・第４回クラブ協議会、鈴木喬ガバナー 
来訪時の対応上の留意点について報告 

3. ミャンマー大規模洪水被害に関する義捐
金への対応を提案 
・地区からの依頼あれば協力し、当クラ
ブとしても国際奉仕の一環として義援
金を検討したい 

－・－・－・－・－・－・－・－ 

 

 

 

 

 

東京東江戸川ＲＣ須賀様…お世話になります 

飯田君…本日の卓話、元衆議院議員の宇田川

芳雄さんにお願い致しました。何卒、御期

待の程 宜しくお願い申し上げます 

保土田君…宇田川芳雄さんの卓話 楽しみに

しております 

誕生日祝いを頂いて 市川君 

奥様誕生日祝いを頂いて  市川君／小林君、 

川野君…きれいなお花をありがとうござい

ました。妻もとても喜んでいました 

出席 100％祝いを頂いて  岡本君／久保君… 

５年目となりました。まだ続けられます

か？頑張ります／伊東君､芦﨑君…お陰様

で入会後丸２年が経ちました。ありがとう

ございます。今後共宜しくお願い致します 

荒井君…留学生４名が無事に 8/4 帰国しまし

た。お手伝い頂いた皆さん ありがとうござ

いました 

菅谷君…嵐の様な 11 日間でしたがホームス

テイは楽しかったです。彼女の父からお礼

のメールが届きました 

須賀君…東京江戸川ＲＣ創立５２周年記念例

会、会員の皆様お疲れ様でした 

森田君、田中(伴)君、横山君、梅田君、中山

君、田中(吉)君…創立５２周年記念例会で

は皆様に大変お世話になりありがとうござ

いました 

柴田君、川野君…山下さん･中山さん･山本

(和)さん･伊東さん 先日は大変お世話にな

りました 

大野(達)君…伊東さん 写真ありがとう 

芦﨑君…暑い日が続きますが、皆様ご自愛下

さい 

小林君…昨日 次男が、第 23 回世界スカウト

ジャンボリー(山口県きらら浜)から真っ黒

になって無事に帰宅しました 

関口君、田中(吉)君…ニコニコご苦労様です 
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