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[本日の卓話] ８月１日 
 

「 会員増強について 」 
 

当クラブ会員 宇田川芳雄 君 

 

[次回の卓話] ８月８日         
 

創立53周年記念例会･祝賀会 
 

（ 夜間 ） 

・・・・・・・・・・・・・ 第２４０１回  ２０１６年７月２５日  例会報告 ・・・・・・・・・・・・・ 
 

■点鐘・ロータリーソング 
「 それでこそロータリー 」「 四つのテスト 」 

■来客紹介 … なし 
■出席状況報告（前々回訂正出席率） 
  46名中 38名出席 出席率 92.68％(7/4…100％) 
■会長報告 

○ﾊﾞｰﾘﾝｹﾞｲﾑ RC派遣学生・引率教員・当クラブから

の同行者 計８名が 7/23(土)に出発しました。 

私は明日 26日(火)に渡米し、現地 RCとの交流を

深めて参ります 

○7/19(火) 割烹「千代田」で開催された 第 2回東

分区会長・幹事会に、荒井・多賀の 2名で出席し

ました 

■幹事報告 

○8/8(月)の創立 53 周年記念例会･祝賀会(夜間)の

ドレスコードは、上着・ネクタイ着用でお願いし

ます 
■委員会報告 
○クラブ基金委員会(中山委員長)…大澤名誉会員
より クラブ基金へのご寄付を頂きました 

○青少年奉仕委員会(小林委員長)…青少年奉仕情
報第18号が届きましたので 各テーブルにてご回
覧下さい。3頁に、森前 IAC 委員長が関東第一高
等学校IACの例会を訪問した記事が載っています 

○米山奨学委員会(松井委員長)…今月のハイライトよ
ねやまが届きましたので 各テーブルにてご回覧下さい 

○RAC 委員会(岩崎委員長)…①6/12(日)沖縄で開催
された RAC 年次大会の報告書が届きましたので、
登録寄付を頂いた方のラックへ配布しました  
②今年度 第 1回地区 RAC 会長･幹事会兼地区協議
会が池袋で開催され、岩崎・小林青少年奉仕委員
長、RAC 川口会長の 3 名で参加しました。活発な
議論が行われました事を報告します 

○ゴルフ同好会(芦﨑委員長)…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 
②7/14(木)アンフェリシオンで開催された、東分
区ゴルフ大会幹事会に 芦﨑・菅谷副委員長の 2名
で出席しました。10/26(水)開催と決定しましたの
で、皆様には後日 FAXにてご案内します 

○IAC 委員会(菅谷委員長)…7/23(土)日本大学第一
高等学校で開催された、第１回地区 IAC 委員会に
出席しました 

○クラブ奉仕委員会(関口委員長)…本日例会終了後 
｢松･桜の間｣でクラブ奉仕フォーラムを開催しま
す。カウンセラーを上野 PGにお願いしましたので 
多数のご出席をお願いします 

○釣り同好会(後関委員長)…｢釣った魚を食べる会｣
を 8/28(日)後関事業所で開催しますので、多数の
ご参加をお待ちしています 

■本日の卓話 
 
「 そろそろロータリー４０年 」 

当クラブ会員 岡本紀雄 君 

Weekly Report 

ROTARY SERVING HUMANITY

 Ｓｔｕｄｙ Ｒｏｔａｒｙ

東京江戸川ロータリークラブ 

中村勘三郎(初代～13代)松本幸四郎(4代～6代) 

市村羽左衛門(初代～17代)坂東彦三郎(3代～7代)などが眠る 



                                 

  本日合計      42,000 円 

今期累計   257,000 円 

 

 

 

 

日 時：7 月 25 日（月）13:40～15:00 

場 所：タワーホール船堀 2F「松･桜の間」 

テーマ：2016 年規定審議会決定概要について 

出席者：上野 PG、荒井会長、多賀幹事、 

関口、西川、森、増田、飯田､横山､ 

岩倉、宇多、金子(栄)、金子(正)、 

中山、松井、須賀、久保、小林、 

柴田、川野、伊東、大野(平)､ 

岩崎、佐久間(唯)、＜以上 24 名＞ 

 

「2016 年規定審議会決定概要について」とい

うテーマに沿って上野ＰＧにカウンセラーを

お願いして行いました。 

現在のロータリークラブの基本的な事を確認

することが大切との観点から、 

① 「ＲＩ」と「各クラブ」そして「会員」と

の基本的な関係。 

② 「ＲＩの標準定款と細則」「当クラブの標

準定款と推奨クラブ細則」の基本的な関

係・会則変更の場合の対処の仕方。 

③ 「ＲＩ定款」と「クラブ定款」の両方に共

通する「第４条」について。 

以上について細かく説明をいただき、そのあ

と参加しました 24 名のメンバーからも意見

交換がなされ有意義な１時間半のフォーラム

でした。 

荒井会長からも本件は非常に重要な議題なの

で、今後幾度かの討議を行っていく旨の話が

あり閉会しました。 

ご出席の皆様、長時間ありがとうございまし

た。     クラブ奉仕委員長 関口眞司 

（ 森清正 記 ） 

 

 
 

■誕生日お祝い ＊ ８月お祝い ＊ 
市川君  

■奥様誕生日お祝い 
市川君  小林君  川野君 

■結婚記念日お祝い…なし 
■例会出席 100％お祝い 
大澤君(52 回)  長尾君(39 回)   

久保田君(35 回) 岡本君(33 回)   

山本(和)君(14 回) 久保君(6 回)   

伊東君(3 回)  芦﨑君(3 回) 

 

 

 

 

 

次週８月８日(月)は、 

創立５３周年記念例会･祝賀会(夜間)です。 

下記ご確認の上 ご出席下さい 
 

日 時 ２０１６年８月８日(月) 

     ＊記念例会 17:30～18:25 

     ＊祝賀会  18:30～20:30 

 

場 所 タワーホール船堀２F 

『 瑞雲・平安の間 』 

 
ドレス 上着・ネクタイをご着用下さい 
コード 

  

 

 

岡本君…30分間 お時間をいただきます 

飯田君、中山君、松井君、多賀君、大野(平)君

…岡本さんの卓話楽しみにしています 

金子(正)君…岡本さん 本日の卓話期待して

います 

荒井君…明日よりサンフランシスコ バーリ

ンゲイムへ行ってきます 

大野(平)君…荒井さん気をつけて行って下さい 

増田君…娘の旦那がメジャーデビューしました 

横山君…岩楯さん偶然ですね いわき市で 

山本(和)君…稲山さん・久保さん8/2は宜しく

お願い致します 

小林君…大澤さんありがとうございました。

先週事務所が西葛西から北葛西に引越しを

しました 

柴田君…上野さん、御講義 御指導宜しくお願

いします 

川野君、伊東君…柴田さん 先日は大変お世話

になりありがとうございました 

芦﨑君…菅谷さん 先日の東分区懇親ゴルフ

大会打合せ会ではお世話になりました 

関口君、岩楯君…ニコニコご苦労様です 

須賀君、佐久間(唯)君…ニコニコ頑張って下

さい 

クラブ奉仕フォーラム 
開催報告 

８月１５日(月)は休会です 

創立 53 周年 
記念例会･祝賀会 


