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[本日の卓話] ４月１０日 
 

「 真珠湾の騙し討ち 」 

―日米交渉と外務省の責任― 
 

白子 英城 様（ 元会員 ） 

（ 紹介者：当クラブ会員 飯田弘 君 ） 

 

[次回の卓話] ４月１７日 
    

「  税法雑談   」 
 

当クラブ会員 西川昭雄 君 

 

・・・・・・・・・・・・・ 第２４２９回  ２０１７年４月３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 
○ゲストスピーカー１名 
 根本裕次 様（日本医科大学付属病院  眼科  講師） 
○ご来賓１名 宇多真理子 様（宇多会員ご息女） 
～本日は大澤恒也名誉会員が出席されています～ 
○ゲスト１名 大澤文誉 様（大澤恒也名誉会員ゲスト） 
■出席状況報告（前々回訂正出席率） 
  45名中 38名出席 出席率 90.0％(3/13…100％) 
■４月のお祝い 誕生日・奥様誕生日・結婚記念日・出席 100％ 
■誕生日の歌(ｽﾋﾟｰﾁ 柴田会員） 
■会長報告  
○3/27(月)ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟﾚｽで開催された、江戸川区ﾁｬﾚﾝｼﾞ･ｻﾞ･
ﾄﾞﾘｰﾑ報告会に出席しました 

○3/28(火)ﾎﾃﾙｲｰｽﾄ21で開催された、東京江東RC創立55周
年記念例会に荒井・多賀幹事の2名で出席しました 

○3/29(水)ｾ･ｿｳﾙRC創立49周年記念例会に出席しました。
詳細は須賀ｾ･ｿｳﾙRC委員長より報告します 

■幹事報告 
○ｶﾞﾊﾞﾅｰ月信・ﾛｰﾀﾘｰの友 4月号が届きましたので、ﾗｯｸ
へ配布しました 

○例会終了後｢松･桜の間｣で４月合同理事役員会を開催
します 

○４月のロータリーレートは１ドル116円です 
○東京江戸川中央RC卓話のご案内。4/13(木)例会にて元
海上自衛隊2等海佐 伊藤祐靖氏が｢海軍と陸軍 指揮と
統率｣について卓話をされます。ご関心の方はﾋﾞｼﾞﾀｰと

して参加頂きたく、4/6(木)迄に幹事又は事務局へお申
込下さい 

■委員会報告 
○ｾ･ｿｳﾙRC委員会(須賀委員長)…ｾ･ｿｳﾙRC創立49周年記念
例会に荒井会長･関口副会長･森田会長ｴﾚｸﾄ･岩倉元会
長と須賀の計5名で出席し、例年通りの歓待を受けて参
りました 

○IAC委員会(菅谷委員長)…3/19(日)第2回在京IAC合同
活動が城西大学付属中学･高等学校で開催され出席しま
した。ｹﾞｰﾑや遊びを行い楽しかったです 

○RAC委員会(岩﨑委員長)…4/2(日)15時～東京早稲田
RAC主催の英語を学ぶ会に、菅谷IAC委員長とお孫さん･
川口RAC会長･岩崎の４名で参加してきました 

○いわき勿来RC委員会(久保委員長)…いわき勿来RCとの
懇親ｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾟに8名で参加してきます。参加者はﾀﾜｰﾎｰﾙ
船堀のｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ側に6:40に集合して下さい 

○社会奉仕委員会(稲山委員長)…4/2(日)15時～小松川
千本桜清掃活動に、横山会計監査・岩倉環境保全委員
長･森田会長ｴﾚｸﾄ･小林青少年委員長・横山さんの息子
さんとお孫さん･稲山の7名で参加しました 

○釣り同好会(後関委員長)…4/9(日)11時～後関事業所
(事務所)にて釣った魚を食べる会を開催しますので、 
奮ってご参加お待ちしています 

■本日の卓話 

「 シニアエイジのまぶたの病気  」 

日本医科大学付属病院 眼科 講師 

    根本  裕次  様  

（ 紹介者：当クラブ会員  宇多重員  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      115,000 円 

今期累計  2,345,000 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
日 時：２０１７年４月３日(月) 
場 所：タワーホール船堀 2Ｆ「松･桜の間」 
出席者：荒井､森田､西川､多賀､森､稲山､ 

田中､小林､岡本､川野､須賀､ 
横山､松井､柴田､ 
＜次年度＞岩楯､芦崎､ 

［記録係：久保､大野(平)､伊東､佐久間(唯)］(以上 20 名) 
＜協議事項＞ 

 増田一美会員 出席免除の件…承認 
 職場見学会及び親睦旅行の件…承認 

6/2(金),3(土)の日程で名古屋方面のト
ヨタ工場もしくはトヨタ博物館を見学
し職業奉仕委員会と親睦活動委員会の
共同研修親睦旅行を実施する 

＜報告事項＞ 
 ３月収支報告…川野会計より 
 新入会員歓迎会を 6/6(火)18時～｢割烹い
こい｣で行います (中島君、野崎君) 

＜次年度 協議事項＞ 
 創立 54 周年記念例会の件…承認 

今後暫くは、周年記念例会を 5 年・10 年
の節目に行い、その他の年度は通常例会
とする 

＜次年度 報告事項＞ 
 次年度今後の主要スケジュールについて 

■４月２４日 第１回クラブ協議会          
ホテルシーサイド江戸川 

■６月 ５日 第２回クラブ協議会 
タワーホール船堀 

■７月 ３日 初例会（2440 回）            
タワーホール船堀 

■７月９日～１６日  バーリンゲイム交換留学生受入 
■７月１０日 第２回例会(2441 回)より会場変更     

グリーンパレス (7/10～ 9/4)
■８月 ６日 第５４回インターアクト年次大会      

関東第一高等学校 
■９月１１日 第３回クラブ協議会 

(山本和夫ガバナー補佐公式訪問) 
       創立５４周年記念例会           

タワーホール船堀 
■９月２５日 第４回クラブ協議会 

(吉田雅俊ガバナー公式訪問) 
タワーホール船堀 

■１０月３０日 東分区ＩＭ（ホスト:東京東 RC） 
■１２月１１日 クラブ年次総会 
■１２月１６日 忘年家族会 タワーホール船堀 
 

 

 
宇多君…本日、卓話担当させて頂きます。娘の真理子

医師アシスタントに呼びました 
佐久間(道)君､梅田君､伊東君…宇多さん本日の卓話

宜しくお願い致します。楽しみにしています 
誕生日祝いを頂いて 増田君､大野(達)君､中山君…あ

りがとうございます／松井君…数年前に70才を超
えたのを記憶していますが、それから何年経ったの
やら、ボケて来たかな？／柴田君…63才になってし
まいました。皆さんを見習って元気で長生きしたい
ものです／大野(平)君…65才になりました。体をい
たわり頑張ります 

奥様誕生日祝いを頂いて 伊東君…美しい花を頂いて
大変喜んでおりました。女性はダンゴより花ですか
ね!／野﨑君…妻の笑顔を久し振りに見た気がしま
す。ﾛｰﾀﾘｰに入って良かったとあらためて思いました 

結婚記念日祝いを頂いて 岡本君…結婚45年よくもち
ました、奥様のお陰です／宇多君…47年目になりま
す、元気です／須賀君…結婚46年を無事迎える事が
出来ました／後関君…40年を過ぎました。あと残り
は何年でしょう／久保君…長女が今年30才になる
ので結婚30年になりました。よく続いたものです。
このまま生涯一緒にいられれば幸せです／芦﨑君
…31年目になります、ありがとうございます 

出席100％祝いを頂いて 岩倉君…何とか続いていま
す、健康のためですかネ／小林君…今日から7年目
に入りますが、まだまだ未熟者ですので皆様の御指
導御鞭撻の程宜しくお願い致します 

荒井君､須賀君､森田君､岩倉君…ｾ･ｿｳﾙRC創立49周年
記念例会参加の皆様お世話になりました。来年50周
年には大勢来て下さいとのことです(荒井会長･関
口副会長･森田次期会長･岩倉元会長･須賀委員長の
5名で参加) 

森君…ｾ･ｿｳﾙRC参加の皆様お疲れ様でした 
稲山君…横山さん･岩倉さん･森田さん･小林さん、小

松川千本桜まつり後の清掃活動では大変お世話に
なりありがとうございました 

岡本君…さくら さくら さくら 
横山君…いよいよ桜満開です 
多賀君…後関さん先日はありがとうございました 
中山君…治療の為しばらくお休みしました。元気にな

りました 
西川君…4月は日本国内年度始め、これからも宜しく

お願い致します 
増田君…ご心配頂きありがとうございます 
田中君…山本(昌)さん･川野さん･久保さん･大野(平)

さん･岩﨑さん･佐久間(唯)さん・野﨑さん先日はお
世話になりました 

川野君…山本(昌)さん･田中さん･久保さん･大野(平)
さん･岩﨑さん･佐久間(唯)さん･野﨑さん先日はお
世話になりありがとうございました。柴田さん先日
はお世話になりました 

大野(平)君…保土田さん･市川さん先日はお世話にな
りました。山本(昌)さん･田中さん･久保さん･川野
さん･岩﨑さん･佐久間(唯)さん･野﨑さん先日はお
世話になりました 

岩﨑君…山本(昌)さん･田中さん･久保さん･川野さ
ん･大野(平)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…山本(昌)さん･田中さん･久保さん･川
野さん･大野(平)さん･岩﨑さん･野﨑さん先日はお
世話になりありがとうございました 

市川君､松井君…ニコニコご苦労様です 

２０１６－１７年度・２０１７－１８年度 

合同理事･役員会報告  

４月誕生日おめでとうございます 


