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[本日の卓話] ２月２７日 
  

「 ロータリー２０年 」 
  

当クラブ会員  須賀雅文  君  

 

[次回の卓話] ３月６日 
  

「 ガンとアレルギーの免疫療法 」 
  

㈱バイオロフト  

代表取締役社長  池田正人  様  
（紹介者：当クラブ会員  保土田守彦  君）  

・・・・・・・・・・・・・ 第２４２４回  ２０１７年２月２０日  例会報告 ・・・・・・・・・・・・・ 
 

■点鐘・ロータリーソング 

「 我等の生業 」「 幸せなら手をたたこう 」 

■来客紹介 

○ご来賓１名 

 清 水 正 雄 様（元東分区ガバナー補佐・東京足立 RC） 

○ビジター・ゲスト３名 

 嶋 村 文 男 様（ 東京東江戸川ＲＣ ） 

 須 賀 精 二 様（ 東京東江戸川ＲＣ ） 

 伊 藤 晴 祥 様（ 雪国魚沼ＲＣ ） 

■出席状況報告（前々回訂正出席率） 

  45名中 40名出席 出席率 95.23％(1/30…100％) 

■会長報告  

○地区大会 表彰品、2015-16年度 

出席優秀クラブ第4位99.78％の 

バナーが届きました 

○東京東江戸川RC嶋村会長より、 

2/4(土)タワーホール船堀で 

開催された「いじめ防止青い鳥 

プロジェクト」への参加・協力の御礼。 

3/13(月)の合同例会のお願い 

■幹事報告 

○合同例会のお知らせ。3/13(月)例会は、東京東江

戸川RCとの合同例会を行います。当日は折半でテ

ーブルに座りますので、当日の出欠をFAXにて取ら

せて頂きます。ご返信宜しくお願いします 

○2016年版 手続要覧が発売されました。取り纏めて

注文しますので、ご希望の方は幹事か事務局へ申

し込み下さい。１冊 8ドル (928円)です 

■委員会報告 

○米山奨学委員会(松井委員長)…ハイライトよねや

まが届きましたので各テーブルにて回覧下さい 

○Ｒ財団委員会(久保田副委員長)…2/7(火)ハイア

ットリージェンシー東京で開催された 地区Ｒ財団

セミナーに、今年度 山本(和)Ｒ財団委員長と次年

度 芦﨑Ｒ財団委員長の2名が出席しました 

○バーリンゲイムRC委員会(山本(昌)委員長)…

7/9(日)～16(日)＜8日間＞バーリンゲイムRCより

4名の留学生が来日します。ホストファミリーの募

集をFAXにて送りますので何卒宜しくお願いします 

○ゴルフ同好会(芦崎委員長)…第3回ゴルフコンペを

2/22(水)茨城ゴルフ倶楽部にて行いますので、ご

参加者は9時までに集合願います 

■本日の卓話  
 
「 ガソリンスタンド経営４５年 」 

当クラブ会員  大野平  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      75,000 円 

今期累計 1,969,000 円 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017 年 2 月 1 日(水)・2 日(木)ホテルニューオ

ータニに於いて廣畑 RI 会長代理をお迎えして、

東京上野 RC のホストで RI 第 2580 地区大会が

開催されました。 

本会議には御来賓と地区 70 クラブの会員合わ

せて約 2000 名の方が出席され、当クラブからは

上野 PG が来賓として出席され 24 名の会員に参

加頂きました。 

本会議は上山昭治ガバナーの点鐘に始まり、来

賓紹介、参加クラブ紹介等が行われ、上山ガバ

ナーの挨拶と現況報告がなされました。次に廣

畑 RI 会長代理による、ジョン F,ジャーム RI 会

長のメッセージ「人類に奉仕するロータリー」

と廣畑氏による RI 現況報告とスピーチがあり、

2016 年の規定審議会でクラブの在り方に大幅

な柔軟性と自由度が認められるようになりまし

たが、各クラブがロータリーの心をよく理解し

適切に行動する必要があり、ロータリーの精神

である倫理性を大事にする事が重要である旨を、

判り易く、その人柄があふれる語り口で心惹か

れる話でありました。 

休憩をはさみ、各種委員会報告等々が行われ、

記念講演は森永拓郎氏による「今何が起こって

いるのか？世界経済と日本経済」と題して政界

の裏話しも交え、参考になる楽しい講演でした。

最後は上山ガバナーの謝辞と閉会の点鐘で終了

しました。 

その後、懇親会が開かれ、アトラクションには、

東京藝術大学 OB による弦楽四重奏の演奏とボ

ニージャックスの歌で盛会となり、最後は「手

に手つないで」を合唱し閉会となりました。 

( 伊東兼一 記 ) 

 

 

 

 

 

 

 
元東分区ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐清水様…平素大変お世話に

なりありがとうございます 

上野君…元東分区ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐清水さんようこそ

お出で下さいました 

佐久間 (道 )君…東京足立 RC清水さんお久しぶり

です。ようこそお出で下さいました 

東京東江戸川RC嶋村様…①2/4のいじめ防止映画

｢青い鳥｣の上映会に荒井会長をはじめ多くの

皆様にご来場頂きました。ありがとうございま

した② 3/13の合同例会ではいろいろお世話に

なります。宜しくお願い致します 

増田君…嶋村会長の活動応援します 

雪国魚沼RC伊藤様…本日もお世話になります 

東京東江戸川 RC須賀様…今日はお世話になりま

す 

岩楯君…大野平さん本日の卓話よろしくお願い

します 

森君､久保君…大野平さん卓話楽しみにしていま

す。頑張って下さい 

宇多君…皆出席賞頂きました。ありがとうござい

ました 

荒井君…忘年家族会慰労会参加の皆さんありが

とうございました。小林さん･佐久間(唯)さん

お世話になりました 

西川君､多賀君､久保君､伊東君､岩﨑君…荒井会

長先日はご馳走様でした 

小林君…荒井会長･森田さん先日はありがとうご

ざいました。岡本さん･佐久間(唯)さんありが

とうございました 

柴田君､川野君､佐久間 (唯 )君…荒井会長をはじ

め忘年家族会慰労会参加の皆様、大変お世話に

なりありがとうございました 

森田君…佐久間(唯)さんお帰り 

飯田君…佐久間 (唯 )さん元気になられて良かっ

たですね 

田中君…佐久間(唯)さんお帰りなさい 

大野 (平 )君…佐久間 (唯)さん退院おめでとうご

ざいます。保土田さん土曜日は大変お世話にな

りました 

横山君…大野(平)さん大変お世話になりました 

多賀君…とても良い事がありました 

岡本君…暑いですね今日は 

梅田君…5年目の沖ﾉ鳥島への出航準備の為、2～3

月は多くの機会を整備して大変です。今回の工

事の安全を心より願っています 

山本(昌)君…小林さん妻がお世話になりました 

川野君…久保さん･伊東さん･佐久間(唯)さん･野

﨑さん先日はお世話になりました 

佐久間(唯 )君…荒井会長･多賀幹事･大野 (達)さ

ん･田中さん･小林さん･大野(平)さんこの度は

ありがとうございました 

中島君…いつもありがとうございます 

松井君…ニコニコ頑張って!来週はお休みします 

岩倉君､関口君…ニコニコご苦労様です 

RI 第 2580 地区 2016-2017 年度 

地区大会参加報告 

３月６日(月)理事役員会 
開始時間変更 

午前11時より ２Ｆ「藤の間」 


