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[本日の卓話] １０月２９日    
「 働き方改革で 

会社が準備しておくべきこと 」 
 

当クラブ会員 山本昌之 君 

 

 

[次回の卓話] １１月５日           
「 ロータリー財団... 

委員としてのお願いとあれこれ 」 
 

地区補助金委員会委員 茂手木 克央 様 
 

（ 紹介者：当クラブ会員 中山直幹 君 ）    

――――――  第２４９０回  ２０１８年１０月２２日  例会報告  ―――――― 
 

■点鐘・ロータリーソング・今月の歌 
「 我等の生業 」「 ちいさい秋みつけた 」 

■来客紹介 
○ご来賓…１名 
百目鬼 健 様 
（第 2580 地区ロータリー希望の風奨学金支援委員会委員長） 

○ビジター…１名 
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） 
  49名中  44名出席  出席率 97.7％(9/10…100％) 
■会長報告 
〇ロータリー東日本大震災青少年
支援連絡協議会より創立55周年
記念事業寄付 感謝状贈呈 

〇10/11(木)ホテルグランドパレス
で開催された第２回地区研修会
に山本元Ｇ補佐・西川の２名で出席しました 

〇地区Ｒ財団 水野委員長より 世界ポリオデーに関
する情報が届きましたので読み上げます 

■幹事報告 
○今週木曜日 10/25開催のＩＭは、14時開始です。
また、座席を決めてのディスカッションを行いま
すのでドタキャンはしないようにお願いします。
当クラブからは 25名が登録しています 

〇今週土曜日 10/27 開催の 東京東江戸川 RC 創立
50周年記念式典は 14時開始です。祝金は当クラ
ブで統一します 

〇例会場変更のお知らせ。次週 10/29(月)の例会は 

2F「瑞雲の間」で開催します 

■委員会報告 

〇米山奨学委員会(須賀委員長)…10月の米山月間に

因み｢ロータリー米山豆辞典 2018-19年度版」が届

きましたのでラックへ配布しました ご一読下さい 

〇国際奉仕委員会(森委員長)…10/9(火)ホテルグラ

ンドパレスで開催された 地区国際奉仕委員長会議

に 岩倉地区国際奉仕委員・森の２名で出席しました 

〇ゴルフ同好会(関口委員長)…東分区懇親ゴルフ 

大会結果報告。優勝しました！ 

〇台北東 RC 委員会(多賀委員長)…台北で発生した

列車事故のため、行程が変更となります 

〇Ｒ情報委員会(森田委員長)…今年度の第 1回家庭

集会を 11/19(月)･20(火)･21(水)で開催します。

リーダーは多賀さん、田中さん、岩楯さんです 

〇プログラム委員会(後関委員長)…今週の週報に掲

載していませんが、次週の卓話は、山本昌之さん、

テーマは「働き方改革で会社が準備しておくべき

こと」となります 
■本日の卓話 
 
「  私の趣味（ 登山 ） 」 

 
当クラブ会員 鹿野收 君 

Weekly Report 

インスピレーションになろう  

Be The Inspiration 

ＲＩ会長  バリー・ラシン 

ロータリーの原点に戻ろう  
Remember the Rotary spirit 

東京江戸川ロータリークラブ会長 西川昭雄 

国際ロータリー第２５８０地区  

東京江戸川ロータリークラブ 
R O T A R Y  C L U B  O F  T O K Y O  E D O G A W A  

Ｖｏｌ.５５ №１２ 第２４９１回 ２０１８年１０月２９日 

<< タワーホール船堀 PHOTO GALLERY >> 



                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
東京浅草 RC百目鬼様…周年行事の記念式典に 

感謝状をお渡しするところ遅れて本日になり
申し訳ありませんでした 

東京東江戸川RC須賀様…お世話になります 
結婚記念日祝いを頂いて  宇田川君･鹿野君… 

ありがとうございます/松井君…結婚45年とな
りました。月日の経つのが早過ぎます。年をと
る訳ですね 

鹿野君…本日卓話をさせて頂きます。宜しくお願
いします 

佐久間(道 )君､横山君､須賀君､西川君､大野平君
…鹿野さん卓話楽しみにしています 

岩倉君…分区ゴルフ大会団体優勝おめでとうご
ざいます。荒井さんにお世話になりました。 
当クラブ同好会第1回大会は準優勝しました 

松井君…久し振りの例会です!分区ゴルフ大会団体
優勝おめでとうございます。楽しい一日でした 

関口君…分区ゴルフ大会お疲れ様です 
田中君…分区ゴルフ大会では関口委員長お世話

になりました 
岩楯君…分区ゴルフ大会新ペリアで4位になりま

した。とても楽しいゴルフでした 
西川君…第 5回クラブ協議会･ガバナー訪問に際

しましては会員の皆様には大変お世話になり
ました 

増田君…留学生元気です 
岡本君､後関君…お久し振りです 
森君､中島君…ニコニコご苦労様です 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10月15日(月)東分区懇親ゴルフ大会(参加者117
名)が千葉県の麻倉ゴルフ倶楽部で開催されま
した。当クラブからは11名参加してホストの 
葛飾中央RCの皆さんのお世話で東分区の皆さん
とゴルフを通じて親睦を深めました。 
当クラブの成績は個人戦では上位入賞者が3位
久保克さん、4位岩楯信一さん、7位山本和夫さ
ん、団体戦(上位5名の合計)では参加14クラブ中、
見事優勝に輝きました。おめでとうございます。
東分区団体戦優勝に伴い11月14日(水)に埼玉県
の武蔵ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞで開催される第2580地区懇親
ゴルフ決勝大会に参加することになりました。
決勝大会も頑張って下さい。 同時開催となりま
した当ゴルフ同好会第1回大会は優勝田中吉嗣
さん、2位岩倉弘毅さん、3位久保克さんでした。
参加の皆さんお疲れ様でした。 

（ゴルフ同好会委員長 関口眞司 記） 

 

 
大野 (達 )君､久保田君､飯田君､梅田君､中山君､ 

久保君､岩﨑君､大野平君､中島君､渡邉君… 
写真を頂きありがとうございます 

山本(和)君…先日 一之江セレモ良かったですね 
荒井君…先日は多賀さん･田中さん･久保さん 

大変お世話になりました 
多賀君…田中さん･後関さんいつもありがとうご

ざいます 
稲山君…荒井さん  昨年度一年間  事務局へパソ

コンをお貸し頂きましてありがとうございま
した 

柴田君…10/7長男がｲﾝﾀｰｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙﾎﾃﾙ東京ベイで
結婚披露宴を行いました 

川野君…柴田さん大変お世話になっております 
伊東君…柴田さん先日はお世話になりありがと

うございました 
芦﨑君…菅谷さんＳＥＴ公演良い席をありがと

うございました。楽しかったです 
髙橋君…家内の誕生日祝いに花を頂きまして 

ありがとうございました 
市川君…多賀さん旅行の手配ありがとうござい

ました 
大野平君…横山さん･岡本さん･久保さん･小林さ

ん先日の工場協会では大変お世話になりました 
佐久間 (唯 )君…稲山さんこの度はありがとうご

ざいました /大野平さん･市川さん前回の例会
でのニコニコ大変お世話になりありがとうご
ざいました/柴田さんありがとうございます 

・・・・・・・  ニコニコ BOX  （ 本日合計      98,000 円   今期累計 972,000 円 ） ・・・・・・・ 

国際ロータリー第２５８０地区 
東分区懇親ゴルフ大会 

創立 55周年記念事業 
ロータリー希望の風奨学金 感謝状 


