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[本日の卓話] ５月１５日 
  

「 イニシェーションスピーチ 」 
 

当クラブ会員 中島健午 君 

当クラブ会員 野﨑  信 君 
 

 

[次回の卓話] ５月２２日 
  

「 バルブひと筋６０年 」 
 

当クラブ会員  横山 巖 君 

東工･ﾊﾞﾚｯｸｽ㈱営業部長 川上孝雄 様   
 

・・・・・・・・・・・・・ 第２４３３回  ２０１７年５月８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１名 
焦 一然さん（2017-18年度米山奨学生） 

○ビジター１名 
島村  郁 様（ 東京臨海東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％ (4/17…100％) 
■５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(スピーチ 稲山会員） 
■会長報告  
○米山奨学生 焦一然さんより自己 
紹介(荒井知久カウンセラー) 
米山奨学委員会 島村 郁(東京臨 
海東RC)地区委員より挨拶 

○4･5月分米山奨学金授与 
■幹事報告  
○ガバナー月信・ロータリーの友5月号をラックへ
配布しました。又、2016年手続要覧が届きました
ので注文頂いた方のラックへ配布しました 

○本日例会終了後、2Ｆ｢松・桜の間｣において合同
理事役員会を開催します 

○5月のロータリーレートは、1ドル＝110円です 
○東京東江戸川RC例会場臨時変更のお知らせ。タワ
ーホール船堀改修工事の為、7/11(火)～9/5(火)
の期間、江戸川区西小岩の｢今堂｣にて開催となり
ます 

■委員会報告 
○次年度 稲山幹事…①当クラブ例会場臨時変更の
お知らせ。タワーホール船堀改修工事の為、次年
度の第2回例会 7/10(月)より 9/4(月)の期間、グ
リーンパレス5Ｆ「孔雀の間」での開催となります。
詳しくはFAXにてお知らせします ②次年度会員名
簿の記載事項に変更がある方は今週中に事務局へ
ご連絡下さい 

○RAC委員会(岩﨑委員長)…既にFAXでお知らせしま
したが、5/28(日)青少年奉仕委員会主催で「ロー
タリーファミリーの集い・荒川クリーンエイド＆
バーベキュー大会」を開催しますので奮ってご参
加をお願いします 

○バーリンゲイム委員会(山本(昌)委員長)…7月に
交換留学生4名が決定しました。男子2名・女子2名、
付添に2～3名のロータリアンも見えます。交換留
学生との交流は勿論の事、ロータリアンとの交流
を通して絆を深めたいと願っています 

○親睦活動委員会(柴田委員長)、職業奉仕委員会(森
委員長)…6/2(金)～3(土)にかけて名古屋のトヨタ
博物館見学等の旅行を計画しています。現在24名
の参加を頂いていますが他にもご参加の方がいま
したら宜しくお願いします 

■本日の卓話 
 

「 最近の労務管理事情について 」 
 

当クラブ会員 山本昌之 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      86,000 円 

今期累計 2,616,000 円 

 

 
 
日 時：２０１７年５月８日(月) 
場 所：タワーホール船堀 2Ｆ「松･桜の間」 
出席者：荒井､西川､多賀､森､稲山､ 

田中､小林､岡本､中山､川野､須賀､ 
横山､山本(昌)､柴田､ 
＜次年度＞菅谷､宇田川､ 

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

 東北すくすくﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ協賛の件…協賛しない 
 当クラブ独自で実施している為 
 第42回江戸川区花火大会協賛の件…承認 
 職業分類再検討の件…該当者に確認の上
承認 
 クールビズ実施期間の件…5/18(月 )例会
発表後、5/22(月)～９月末日まで実施する 
但し、創立記念例会・ガバナー公式訪問
は除外とします 

＜報告事項＞ 
 ４月収支報告…川野会計より 

＜次年度 協議事項＞ 
 2017年度交換留学生に関する件…下記の
メンバーにて取り決めを行う 
山本(昌)､荒井､多賀､稲山､田中､岩楯､
森田､小林 

 ｲ ﾝ ﾀ ｰ ｱ ｸ ﾄ 年 次 大 会 実 行 委 員 会 の 件…
5/12(金 )関東第一高等学校にて打ちあわ
せ。出席者は下記6名 
横山、岡本、多賀、森田、稲山、森、 
尚、小林、川野、伊東の 3 名は今後実行
委員会の手伝いをする 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 年 4 月 24 日(月)18:30～ホテルシーサイ
ド江戸川に於いて、2017～18 年度、第 1 回ク
ラブ協議会が森田会長初め総勢 28 名の参加
を得て開催されました。稲山幹事の司会進行
のもと、初めに森田会長より挨拶と、RI 会長
テーマ「ロータリ：変化をもたらす」当東京
江戸川ロータリークラブテーマ「温故知新」
を発表され、中でも〈会員増強〉が急務であ
り、戦略を練って会員全員の思いと力でより
良く強いクラブにしたい旨の話であった。続
いて宇田川理事の挨拶、各五大奉仕委員長の
抱負と挨拶があり、横山さん岡本さんからも
コメントを頂き協議会の部は終了しました。
引き続き懇親会の部に移り、会長挨拶、須賀
理事による乾杯の発声に始まり和やかに盛会
となりました、最後は多賀副会長による閉会
の辞で終了となりました。( 伊東兼一 記 ) 

                      

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
山本(昌)君…本日卓話宜しくお願いします 
森君…山本(昌)さん卓話楽しみです 
荒井君…米山奨学生  焦 一然さんを宜しくお願

いします 
誕生日祝いを頂いて  保土田君､稲山君…ありが

とうございます/菅谷君…体力が､､､/伊東君…
平均年齢になりました 

結婚記念日祝いを頂いて  久保田君…昨年50年記
念のお祝いを行う予定が自分自身の怪我で中
止し残念でした／梅田君… 5月 3日は 15回目の
記念日です／柴田君…昭和55年5月結婚しまし
た。今では良き相棒です 

出席 100％祝いを頂いて  飯田君…皆さんのお陰
で続いております感謝／金子 (正 )君…もう少
し頑張ります／菅谷君…もう8回／柴田君…震
災直後に入会し早満6年経ちました。今後共御
指導よろしくお願いします／岩﨑君…引き続
き励みます／大野 (平 )君…なんとか 2回目の
100％出来ました｡これからも頑張って出席します 

荒井君､西川君､多賀君､横山君､岩倉君､稲山君､
小林君､岩﨑君､大野(平)君…次年度第1会クラ
ブ協議会では森田会長エレクトに大変お世話
になりました 

西川君､多賀君､横山君､稲山君､森君､小林君､川
野君､岩﨑君､大野 (平 )君…伊東さん写真あり
がとうございました 

荒井君… RE-5ゴルフコンペ参加の皆様お世話に
なりました 

岩倉君… RE-5ゴルフコンペで山本 (和 )さんにお
世話になりました 

増田君…息子のお別れ会6/18(日)に決まりました 
飯田君…岡本さん先日は早速ありがとうござい

ました 
岡本君…ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｳｨｰｸはﾍﾞﾘｰﾀｲﾔｰﾄﾞでした 
中山君…いい季節になりました 
須賀君…連休中お疲れ様でした 
関口君…ニコニコご苦労様です 
川野君､伊東君…柴田さん先週はありがとうございました 
川野君…佐久間 (唯 )さんビヨンドオープン１周

年おめでとうございます 
佐久間(唯)君…荒井会長･多賀幹事･田中さん･久

保さんこの間はお世話になりました／川野さ
んビヨンドの一周年記念には素敵なお花を頂
きましてありがとうございました／伊東さん･
大野(平)さん先日はありがとうございました 

伊東君…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 

大野 (平 )君…伊東さん先日は楽しい時間ありが
とうございました／佐久間 (唯 )さん連日色々
ありがとうございました 

２０１６－１７年度・２０１７－１８年度 

合同理事･役員会報告  

５月誕生日おめでとうございます 

2017-18年度 第１回クラブ協議会 


