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[本日の卓話] １月７日   
「 寿 獅 子 」 

 
東都葛西神楽保存会 

（ 紹介者 ： 西川昭雄 会長 ） 

 

[次回の卓話] １月２１日          
 

「 職業奉仕 自分の回りで今!! 」 
  

当クラブ会員 岩楯信一 君 

――――――  第２４９８回  ２０１８年１２月１７日  例会報告  ―――――― 
 

■点鐘・ロータリーソング 
「 それでこそロータリー 」「 四つのテスト」 

■来客紹介 
○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） 
  48名中  37名出席  出席率 90.24％(12/3…100％) 
■会長報告 
〇Ｒ財団年次寄付 認証品の贈呈。川野会員→PHF、
柴田会員→PHF、田中会員→PHF、久保会員→PHF、
森会員→PHF+1、宇田川会員→PHF+1、松井会員→
PHF+2、宇多会員→PHF+3 

〇12/12(水)東武ホテルレバント東京で開催された 
東京臨海RC忘年家族会に 三役で出席しました 

■幹事報告（代行:久保田理事） 
〇次週12/24(月)は振替休日、12/31(月)年末休会で
すので、次回の例会は2019年1月7日(月)の新年初
例会となります。12:30～ 2F 蓬莱の間 で開催し
ます。尚、１月理事会は、同日の例会終了後「藤
の間」で行います 

■委員会報告 
〇IAC 委員会(柴田委員長)…12/15(土)関東第一高
等学校で開催された IAC･RAC 合同 会長･幹事会
に出席しました。次年度 第 56回ＩＡＣ年次大会
の詳細が発表されました。日程→7/28(日)･
29(月)･30(火)、場所→千葉県立水郷小見川少年

自然の家、ホストクラブ→愛国学園、スポンサー
クラブ→東京東江戸川 RC です。ご予定下さい 

〇親睦活動委員会(久保委員長)…例会終了後 忘年
家族会打ち合わせ会を行いますので、関係各位の
皆様は例会場前室へご参集下さい 

■本日の卓話  
「 五大奉仕委員長 上半期活動実績報告 」  

クラブ奉仕委員長    稲山雄一  
職業奉仕委員長     岩楯信一  
社会奉仕委員長     田中吉嗣  
国際奉仕委員長     森  清正  
青少年奉仕委員長    川野克博  
  

＊１月のお祝い＊ 
■誕生日お祝い 

久保田君 荒井君 森田君 多賀君 岩楯君    
川野君 鹿野君 

■奥様誕生日お祝い 
石上君 飯田君 山本(和)君  
山本(昌)君 岩楯君 渡邉君 

■結婚記念日お祝い 
金子(栄)君   森君   岩﨑君 

■例会出席 100％お祝い 
小久保君(51回) 増田君(50回) 稲山君(11回)   
田中君(11回) 岩楯君(9回) 野﨑君(2回) 

＊１月受付当番＊ 岡本君・金子(正)君・伊東君 

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 №２０ 第２４９９回 ２０１９年１月７日 

<< タワーホール船堀 PHOTO GALLERY >> 



                                 

 

 

 

 

会長 西川昭雄 
 
新年明けましておめでとうございます。 

会員の皆様におかれましては、心穏やかな 

新春を迎えられた事とお慶び申し上げます。 

本年の上半期は、実に多彩な行事がありまし

た。バーリンゲイムへの交換留学生の派遣に

始まって、青少年交換留学生の受入れ、創立

５５周年記念行事の実施、５回のクラブ協議

会とガバナー訪問、そして年末恒例の忘年家族

会と慌ただしい半年でありました。 

これらを何とかこなす事が出来たのも、偏に

会員の皆様のご協力があっての事と感謝して

おります。 

残り半年についても、地区大会、親睦旅行等

まだまだ行事がございます。これからも皆様

と共に頑張っていきたいと思っておりますの

で、ご協力を宜しくお願い申し上げます。 

 

副会長 稲山雄一 
 
新年明けましておめでとうございます。 

会員の皆様には、健やかな新しい年をお迎え

の事と謹んでお慶び申し上げます。 

前半６か月間、会長･幹事の激務を少しでも補

佐しようと思っていましたが、自分が補佐さ

れてばかりでした。前半を無事終了できたの

は、西川会長、山本幹事を先頭に会員全員の

素晴らしいチームワークのおかげです。 

西川会長年度の後半がスタートしました。 

引き続き、会長･幹事のリードに従い、各委員

会の連携を通じて、会長をサポートする所存

です。 

皆様にとって素晴らしい一年になりますよう

心よりお祈り申し上げ新年のご挨拶とさせて

頂きます。今年も宜しくお願い申し上げます。 

 

幹事 山本昌之 
 
新年明けましておめでとうございます。 

会員の皆様におかれましては、清々しい新年

を迎えられた事とお慶び申し上げます。 

西川会長のもと、多くの会員の皆様に支えら

れ、半年間、無我夢中で自分にできることを

実行してきました。今年度は創立５５周年と

いう大きな行事もあり、いろいろとご迷惑を

お掛けしている点が多々あることは承知して

おりますが、私の中ではロータリーに入って

から、最も様々なことを経験させて頂いてい

る年度だと感じております。下半期について

も、会長テーマである「ロータリーの原点に

戻ろう」を心に留めながら役割を果たし、次

年度会長・幹事に安心してバトンタッチがで

きるよう一層努力する所存でございます。引

き続きご指導とご鞭撻をお願い申し上げます。 
 
 

 

 
西川君…五大奉仕委員長 本日の卓話宜しく
お願い致します/ＳＡＡ･親睦の皆様、忘年
家族会宜しくお願い致します 

芦﨑君…五大奉仕委員長の皆様、上半期は 
お世話になりありがとうございました 

松井君…西川会長、早いもので半年経ちまし
た。残り半分は楽になりますよ!気を抜かず
頑張って下さい。来年も宜しく!! 

山本(和)君…西川会長･山本幹事、半年間ご苦
労様でした。来年も頑張って下さい 

増田君…義理の息子が22日に歌をうたわせて
頂きますので宜しくお願い申し上げます 

岩楯君…娘にお祝いを頂きまして皆様ありが
とうございます 

荒井君…今日からフェルナンダ チエさんは
スキー教室に行きました。昨日は増田さん
にフェルナンダがお世話になりました 

岡本君…高齢者講習会に行ってきました 
大野(達)君…須賀さん先日はありがとうござ
いました 

横山君…残り少なくなりました。皆さん良い
年を迎えましょう 

久保田君､宇多君､中山君､森田君､伊東君､ 
岩﨑君…皆様、今年一年お世話になりました 

多賀君…今年一年ありがとうございました。
来年も宜しくお願い致します /横山さん 
カレンダーありがとうござました 

川野君…西川会長･稲山副会長･山本幹事･ 
皆様、今年もお世話になりました。来年も
宜しくお願い致します 

宇田川君､佐久間(道)君､大野(達)君､岩倉君､
金子 (栄 )君､梅田君､中島君…ロータリー 
上半期お世話になりました 

市川君…上半期お世話になりました。お蔭様
で慣れてきました 

小林君…稲山副会長･山本幹事･久保親睦活動
委員長･佐久間唯一会員、昨日は大変お世話
になりありがとうございました。今年一年
お世話になりました。特に唯一さんにお世
話になりました 

関口君､森君…ニコニコご苦労様です 
髙橋君…ニコニコいつもご苦労様です。本日、
当金庫 菅原橋支店で昼前後に｢いも煮会｣
を実施し取引先に提供しています 

佐久間(唯)君…ニコニコに上半期ご協力を頂
きありがとうございました。来年も宜しく
お願い致します 

本日合計               80,000 円 

今期累計 1,612,000 円  

ニコニコ 
ボックス 

年頭のご挨拶 


