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[本日の卓話] ４月９日    
「 江戸川区の健康政策について 」 

 
江戸川区 健康部 健康部長  森 淳子 様  
（ 紹介者：当クラブ会員 野﨑信 君 ） 

 

 

[次回の卓話] ４月１６日 
     

「求心力のある会社にする為の四つの価値観」 
 

東分区ガバナー補佐  山本 和夫 様 
 

・・・・・・・・・・・・・ 第２４６８回  ２０１８年４月２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 

〇ご来賓３名 

小 林  誠 様  （ バーリンゲイムＲＣ ） 

Peter Comorato 様（ バーリンゲイムＲＣ ） 

小林エレーナ様  （ 小林誠様御息女 ） 

〇ビジター・ゲスト４名 

積 田 見 孝 様（ 増田一美会員ゲスト元会員 ） 

阿 部  昇 様（ 東京東江戸川ＲＣ） 

森 本  弘 様（ 東京東江戸川ＲＣ） 

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） 

48名中  43名出席  出席率95.55％ (3/19…100％) 

■４月お祝い 

○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  増田会員 ） 

■会長報告 

〇3/26(月)グリーンパレスで開催された、江戸川区平成

29年度チャレンジ･ザ･ドリーム報告会に出席しました 

〇3/28(水)セ・ソウルＲＣ創立50周年記念例会に出席し

ました。詳細は岩倉セ・ソウルＲＣ委員長より報告します 

〇バーリンゲイムRCよりお土産を頂き 

ありがとうございます。 

初来日のピーターさんへ 

当クラブのバナーを贈呈します 

 

■幹事報告 

〇ガバナー月信・ロータリーの友４月号をラックへ配布

しました 

〇例会終了後｢松･桜の間｣で４月合同理事役員会を開催

します 

〇４月のロータリーレートは１ドル１０４円です 

■委員会報告 

〇セ・ソウルRC委員会(岩倉委員長)…セ・ソウルRC創立50

周年記念例会に会員・ご家族 計14名で出席し、例年通

りの歓待を受けて参りました。詳細は週報に掲載します 

〇西川会長エレクト…3/28(水)東武ホテルで開催され

た、次年度第１回東分区三役研修会に西川・稲山・山本

(昌)で出席しました 

〇クラブ基金委員会(須賀委員長)…飯田久子様(飯田弘

会員令夫人)よりクラブ基金へご寄付を頂きました 

〇バーリンゲイム RC委員会(山本(昌)委員長)…バーリン

ゲイム RCとの姉妹クラブ締結時（1991年）の写真集を

ご持参下さいました。各テーブルにて回覧下さい 

〇釣り同好会(後関委員長)…4/8(日)に「美味しい魚を食

べる会」を須賀会員のご自宅で開催します 

■本日の卓話 

「 微量放射線の健康への影響 

      （福島原発事故による）」 
  

 元千葉県がんセンター核医学診療部長  
油井信春 様  

（ 紹介者：当クラブ会員 岩倉弘毅君 ） 

Weekly Report 

ロータリー：変化をもたらす 

ROTARY:MAKING A DIFFERENCE 

ＲＩ会長 イアン H.S. ライズリー 

温 故 知 新 
 VISITING OLD、LEARN NEW 

東京江戸川ロータリークラブ会長 森田知行 
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日 時：２０１８年４月２日(月) 
場 所：タワーホール船堀２Ｆ｢松･桜の間」 
出席者：森田､西川､多賀､久保､菅谷､宇田川､ 

須賀､森､小林､＜次年度＞久保田､ 
田中､川野､横山､［記録係:大野(平)､ 
伊東､佐久間(唯)］(以上 16 名) 

 
＜協議事項＞ 
１. 後関和之会員出席免除の件〈承認〉 
２. わんぱく相撲協賛の件〈承認〉 
３. すくすくプロジェクト協賛の件〈承認〉 
４. 青少年奉仕フォーラムを5/14(月)に開催

する件〈承認〉 
＜報告事項＞ 
１. ３月収支報告 
＜報告事項（次年度）＞ 
１. 次年度の主要スケジュールについて 
(2018 年) 
■４月２０日 第１回クラブ協議会          

割烹いこい 
■６月１１日 第２回クラブ協議会 

タワーホール船堀 
■７月 ２日 初例会（２４８０回）            

タワーホール船堀 
■７月 ９日 第３回クラブ協議会 

(鈴木隆雄ガバナー補佐訪問) 
タワーホール船堀 

■７月２１日～２９日  バーリンゲイム交換留学生派遣 
■８月 ５日 インターアクト年次大会(沖縄) 
■８月２０日 第４回クラブ協議会 

(鈴木隆雄ガバナー補佐訪問) 
タワーホール船堀 

■９月１０日 創立５５周年記念例会            
タワーホール船堀 

■１０月１日 第５回クラブ協議会 
(松坂順一ガバナー公式訪問) 
タワーホール船堀 

■１０月１５日 東分区ゴルフ大会            
■１０月２５日 東分区ＩＭ（ホスト:東京江北 RC） 

東武ホテルレバント東京 
■１２月２２日 忘年家族会  

東武ホテルレバント東京 
(2019 年) 
■２月２０・２１日 地区大会（ホスト：東京練馬西ＲＣ） 

ホテルニューオータニ 
■６月１日～５日 国際大会（ドイツ・ハンブルグ） 
２. 次年度のクラブ組織表として…資料配布 

 

 

 
バーリンゲイムRC小林様､Peter様…バーリンゲ

イムRC＆江戸川RC交換学生プログラム協力し
あいましょう 

増田君､松井君､ 
荒井君､西川君､ 
田中君､ 
大野平君… 
バーリンゲイム 
RC小林さん･ 
Peterさん、 
エレーナさん 
ようこそいらっしゃいました 
東京東江戸川RC須賀様･阿部様…お世話になります 
東京東江戸川RC森本様…宜しくお願いします 
増田会員ゲスト積田様…お久しぶりです。宜し

くお願い致します 
佐久間(道)君…積田さんお久しぶりです 
岩倉君…本日の卓話者 油井先生を紹介します 
伊東君…本日の卓話楽しみにしています 
誕生日祝いを頂いて  増田君…３才の孫にﾊｯﾋﾟ

ﾊﾞｰｽﾃﾞｰを歌ってもらいました／大野(達)君､
上野君､松井君､大野平君…誕生日祝いありが
とうございます／中島君…今年は特に春が待
ち遠しくうれしいです。宜しくお願い致しま
す／髙橋君…早いもので64才になります。本日､
屋形船参加しますので宜しくお願いします 

奥様誕生日祝いを頂いて  宇田川君､鹿野君…
ありがとうございます／伊東君…きれいな 
お花を頂き喜んでいました 

結婚記念日祝いを頂いて  岡本君…ありがとう
ございます／後関君…二人で元気です／須賀
君…結婚38年を迎えます。山あり谷ありでし
た。今は幸せな日々を過ごしています／久保
君…色々ありますが何とか31回目を迎える事
が出来そうです。感謝してます／芦﨑君…結
婚して何年目かは忘れましたが女房にはまぁ
感謝しています／中島君…結婚25年目になり
ました。今後は妻孝行に努めるようにします 

出席100％祝いを頂いて  岩倉君… 31回目です
／小林君…入会させて頂いて７年が経ちまし
たがまだまだ未熟なロータリアンです。今後
共ご指導ご鞭撻の程宜しくお願い致します 

森田君､横山君､岩倉君､梅田君､荒井君､関口君､
多賀君､岩楯君…セ・ソウルRC創立50周年訪問
ツアー参加の皆さん大変お世話になりました。
ありがとうございました 

野﨑君…セ・ソウルRC訪問ツアー、延長し2回目の新
婚旅も出来、慶州の歴史など勉強し韓国を楽しませ
て頂きました。岩倉委員長ありがとうございます 

多賀君…後関さん･岩楯さんありがとうございました 
川野君…久米さん先日は大変お世話になりまし

た。ありがとうございました 
佐久間(唯)君…須賀さんこの度もビヨンドをご

利用頂きありがとうございました／小林さん
先日はお世話になりありがとうございました 

飯田君…ニコニコ委員さん、もうひと頑張りですね 
山本(和)君…ニコニコご苦労様です 
森君､大野平君…ニコニコ頑張れ！ 

本日合計      128,000 円 

今期累計 2,416,000 円  

ニコニコ 
ボックス 

2017-18年度・2018-19年度 
４月合同理事･役員会報告 

４月誕生日おめでとうございます 


