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[本日の卓話] ８月８日 
 
 

創立53周年記念例会･祝賀会 
 

（ 夜間 ） 

 

[次回の卓話] ８月２２日         
 

「 バーリンゲイムを訪問して 」 
 
＜ バーリンゲイム派遣留学生 ＞ 
 
荒井雅日さん  原 彩女さん 
長谷川寧々さん 濱辺くるみさん 
（ 紹介者：当クラブ会員 山本昌之君 ） 

・・・・・・・・・・・・・ 第２４０２回  ２０１６年８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 

○ご来賓２名 

 斉 藤 勝 治 様（ ＩＭ実行委員長 ） 

坂 田 幸 康 様（ ＩＭ副実行委員長 ） 

○ビジター・ゲスト３名 

 中 根 弘 貴 様（ 小林司会員ゲスト ） 

 大 澤 文 誉 様（ 大澤恒也名誉会員ゲスト ） 

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） 

  46名中 35名出席 出席率92.11％ (7/11…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  市川實会員 ） 

■会長報告 

○ＩＭ実行委員長 斉藤様・副実行委員長 坂田様よ

り東分区ＩＭについて詳細説明及び参加・登録の

お願い 

○大澤恒也名誉会員よりクラブ創設時の説明や今年

度クラブ運営に対しての激励の言葉を頂きました 

○ﾊﾞｰﾘﾝｹﾞｲﾑを訪問して参りました。詳しくは、  

山本(昌)ﾊﾞｰﾘﾝｹﾞｲﾑRC委員長より報告します 

■幹事報告 
○例会終了後、2Ｆ「藤の間」にて理事役員会を開催
します 

○ガバナー月信・ロータリーの友 ８月号をラックへ
配布しました 

○８月のロータリーレートは １ドル１０２円です 
○次週 8/8(月 )の創立 53周年記念例会･祝賀会  
(夜間)は 17:30開始です。ドレスコードは、上着・
ネクタイ着用でお願いします。尚、SAA･親睦活動
の各委員、三役･副幹事は 準備の都合上 15:00に
ご参集下さい 

○8/15(月)は、タワーホール船堀休館日の為「休会」
です。又 8/22(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 

○9/12(月)11:15～12:15 ｢松・桜の間｣にて第3回 
クラブ協議会を鈴木秀史東分区ガバナー補佐を 
招いて開催します 

■委員会報告 
○RAC委員会(岩崎委員長)…7/28(木)京橋｢かなえ｣
で第1回地区RAC委員会が開催され、岩崎・小林青
少年奉仕委員長の2名で参加しました 

○ﾊﾞｰﾘﾝｹﾞｲﾑRC(山本(昌)委員長)…ﾊﾞｰﾘﾝｹﾞｲﾑ訪問に
際してﾊﾞｰﾘﾝｹﾞｲﾑRC週報をラックに配布しました。
詳細に関しては、8/22(月)に行われる卓話で派遣
留学生を招いて発表します   

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      95,000 円 

今期累計   352,000 円 

■本日の卓話  
 
「 会員増強について 」 

当クラブ会員 宇田川芳雄 君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
日 時：２０１６年８月１日(月) 

場 所：タワーホール船堀 2Ｆ「藤の間」 

出席者：荒井､森田､関口､西川､多賀､ 

森､稲山､田中､小林､岡本､ 

須賀(直前会長)、会計監査 横山､松井 

会場監督 山本(昌)親睦活動委員長 柴田 

［記録係：副幹事 久保、］(以上 16 名) 
 
＜協議事項＞ 

 出席規定免除 ( 1 7名 )確認の件…承 認 

 Ｒ財団 100 周年記念シンポジウム参加、

公共イメー ジ向上 協力金の件…承認 

 山本Ｒ財団委員長に確認の上、例会場

に募金箱を設置し協力金を募る 

 第 54 回インターアクト年次大会 実行委

員長の件…承認 

 実行委員長   岡本紀雄会員 

副実行委員長  森清正会員 

 事務局 夏季休暇の件…承認 

＜報告事項＞ 

 ７月収支報告…西川副会長より 

 創立 53 周年記念例会・祝賀会の進捗状況

…柴田親睦活動委員長より 
 
 

佐久間(唯)君…田中さん・久保さん・小林さ

ん・大野(平)さん先日は大変お世話になり

ありがとうございました 

関口君、伊東君…ニコニコご苦労様です 

須賀君…ニコニコがんばれ！ 

 

 

東京葛飾中央 RC斉藤様…東分区ＩＭ宜しく 

お願い致します 

東京東江戸川RC須賀様…お世話になります 

梅田君…宇田川さんの卓話楽しみにしています 

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…

愛しています 

出席100％祝いを頂いて 大澤名誉会員・岡本

君・山本(和)君／久保君…皆様のお陰で６

年続きました。これからも宜しくお願い申

し上げます／伊東君…やっと３年経ちま

した／芦﨑君…入会３年経過、４年目を迎

えます。今後共宜しくお願いします 

大澤名誉会員…遅れましてすみません 

荒井君…昨日無事にサンフランシスコバーリ

ンゲイムより帰って来ました。森田さん・

山本(昌)さんお世話になりました 

森田君…バーリンゲイム RCとの派遣留学生 

無事終了致しました。実りの多いプログラ

ムになりますよう祈念致します 

山本(昌)君…バーリンゲイムRCとの交換留学、

生徒達にとって得るものが沢山ありまし

た。皆様の多大な協力に感謝感謝です 

佐久間(道)君、松井君、西川君…荒井会長・

森田会長エレクト・山本(昌)委員長、バー

リンゲイム訪問ご苦労様でした。お土産の

チョコレートありがとうございました 

稲山君…荒井会長・森田会長エレクト・山本

(昌)委員長、バーリンゲイム交換留学生へ

の同行お疲れ様でした。現地の写真から 

素晴らしさが伝わってきました 

多賀君…バーリンゲイムに行かれた、荒井会

長・森田会長エレクト・山本(昌)委員長、

ご苦労様でした。松井さん先日は大変ご厄

介になりありがとうございました 

増田君…台北・サンフランシスコ・ソウル、

来週が楽しみです 

飯田君…暑中お見舞い申し上げます 

横山君… 7/30クラブ 53回目の誕生日です。 

金魚の季節となりました 

小林君…本日、東京脳神経センター病院がオ

ープンしました。宜しくお願い致します。

関口さん・森さん26日はありがとうござい

ました。田中さん・久保さん・大野(平)さ

ん・佐久間(唯)さん先日はありがとうござ

いました。江戸川共済病院 中根事務長さ

ん宜しくお願い致します 

久保君…田中さん・小林さん・大野(平)さん・

佐久間(唯)さん先日は大変お世話になり

ました 

２０１６－１７年度 

理事･役員会報告  

８月誕生日  
おめでとうございます 


