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[本日の卓話] １０月７日   
「 特殊詐欺の発生状況と 

抑止対策について 」 
 

葛西警察署 生活安全課 川井 学 様 

（紹介者：当クラブ会員 関口眞司 君） 
 

 

[次回の卓話] １０月２１日             
「 高齢者運転事故防止 」 

   
警視庁 小松川警察署 交通課長 時任 一郎 様 

（紹介者：当クラブ会員 大野平 君） 

━━━━━━  第２５２８回  ２０１９年９月３０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 

●ビジター１名 佐藤大輔 様（ 東京臨海 RC ） 

◆会長報告 

●新会員 小黒将年 君 入会式。所属委員会は、会場監督

です。当クラブの正会員数は 46 名となりました 

●ロータリー財団寄付  

認証品の贈呈。 

多賀会長・ 

山本ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 

→ベネファクター、 

松井 R 財団委員長 

ご家族(松井仁志様)→ポールハリスフェロー 

●9/21(土)ホテルイースト 21 東京で開催された東分区

ＩＭに、当クラブからは 26 名が参加しました。ご多忙

の中 多くのご参加を頂きありがとうございました 

◆幹事報告 

●9/27(金)野村證券小岩支店で開催のローターアクト例会

に、多賀会長・小林副委員長・幹事久保が出席しました 

◆委員会報告 

●社会奉仕委員会(伊東委員長)…「2019年8月九州北部

豪雨災害」支援金のお願い。8月末に九州北部で発生し

た豪雨災害に対し、当地区で支援金を募ることとなり

ました。募金箱を設置しますので、皆様のご協力をお

願いします 

●IAC委員会(柴田委員長)…関東第一高等学校チャリティ

ーバザーに沢山の品物を提供して頂きありがとうござい

ました 

●米山奨学委員会(関口委員長)…ハイライトよねやまが

届きましたのでラックへ配布しました。ご一読下さい 

●ＳＡＡ(佐久間委員長)…クールビズ終了のお知らせ。 

本日9/30で終了となりますので次週よりネクタイ着用で

お願いします 

●RAC委員会(馬目委員長)…9/27(金)東京江戸川ロータア

クトクラブ例会に多賀会長・久保幹事・小林副委員長に

出席して頂き、多賀会長より卓話をして頂きました 

●ロータリー財団委員会(松井委員長)…西川会員より 

恒久基金へ＄1000のご寄付を頂きました。認証レベルは

ベネファクターとなります 

●親睦活動委員会(大野委員長)…12/25(水)忘年家族会

の出欠を後日取らせて頂きます。来年2/12・13開催の地

区大会は、ご案内が届き次第皆様にご連絡しますので  

ご参加をお願いします 

●釣り同好会(後関委員長)…次会の魚を食べる会は

12/8(日)ですので、早目にご連絡させて頂きます。鯵、

ひらめ、キスなどを釣って来る予定です。どうぞお楽しみに！ 

◆出席状況報告（前々回訂正出席率） 

  46名中  40名出席 出席率95.23％ ( 9/2…100％ ) 

◆本日の卓話 

「 最低賃金引き上げの理由 」 
 

当クラブ会員 山本昌之 君 

Weekly Report 

ロータリーは世界をつなぐ  

ROTARY CONNECTS THE WORLD 

ＲＩ会長  マーク･ダニエル･マローニー  

『信頼』それが我らのロータリー 
“ Trust ” That's our Rotary 

東京江戸川ロータリークラブ会長 多賀之雄 

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.５６ №１１ 第２５２９回 ２０１９年１０月７日 

<< 行船公園（平成庭園・源心庵） >> 



                                 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
今回のIMは今までにない3部制で、午前11時から始まり
21時まで、長丁場でした。 
第1部「ロータリーデー」は、点鐘から始まりRCソング、
歓迎の言葉を江東区区長より頂き、6クラブが屋外ブー
スに出展しました。当クラブは子供向けに「お菓子釣
り」を出展し大盛況でした。舞台では、ロータリーバ
ンド(各クラブ有志)、東陽小金管バンド、ゴスペル（た
んぽぽ）の演奏を楽しみました。 
第2部「青少年奉仕をファシリテートしょう」は、当日
参加頂いたロータリーファミリーの紹介（ロータアク
ト、青少年交換学生、米山奨学生、RYLA学友、インター
アクト）の後、「ロータリーファミリーと楽しく語ろう」
と題し、ファシリテーター富永良史氏を招き各テーブ
ルにロータリアンとファミリーとの共通話題作りから
年齢差の関係ない友好関係の築き方を学びました。 
第3部「みんなで楽し
もう！大懇親会」は、
参加クラブ紹介から
始まり、地区大会、国
際大会の案内のあと、
次年度 IMホストクラ
ブになる当クラブの
多賀会長が挨拶され
ました。その後、上野
パストガバナーの乾杯
により懇親会が始ま
りました。 
アトラクションは、 
深川葵太鼓、そしてロ
ータリーバンドによ
る3名のガバナー補佐対抗歌合戦が始まり、各ガバナー
補佐担当クラブの会長達が（多賀会長も）壇上に上が
り、美声を聞かせて頂きました。 
今回のIMは、午前中からでしたので大変疲れましたが、
無事楽しく終れたと思います。ご参加頂いた会員の皆
様、お疲れ様でした。ご協力頂いた佐久間SAA委員長、
大野親睦活動委員長、小林副委員長ありがとうござい
ました。        （ 幹事  久保 克 記 ） 

＊10月お祝い＊ 

■誕生日お祝い 佐久間君 小黒君 
■奥様誕生日お祝い 増田君 梅田君 

金子(栄)君 髙橋君          
■結婚記念日お祝い 小久保君 宇田川君  

上野君 松井君 西川君 野﨑君 鹿野君 
■例会出席 100％お祝い 荒井君(18 回) 

＊10月受付当番＊ 宇田川君･酒井君･市川君 

 

 

 

 
荒井君…小黒将年君を宜しくお願いします。多賀さん

ありがとうございます 
山本(昌)君…本日の卓話どうぞ宜しくお願いします 
岩倉君…本日の卓話期待します 
西川君…山本(昌)さん本日の卓話楽しみにしておりま

す。来月の家庭集会、皆様宜しくお願い致します 
田中君､川野君､久米君､渡邉君…山本 (昌)さん本日の

卓話楽しみにしています 
佐久間君…山本副会長本日の卓話楽しみにしています

/この間の東分区ＩＭにご参加の皆様方には大変お
世話になりありがとうございました /大野平さん先
日はビヨンドをご利用頂きありがとうございました。
又のご利用をお待ちしています /川野さん写真あり
がとうございます 

髙橋君…山本副会長本日の卓話楽しみにしています /
柴田さん･川野さん写真ありがとうございました 

多賀君… 27日にローターアクトの例会に久保幹事と 
小林RAC副委員長と行って来ました。馬目さん大変ご
厄介になりました 

馬目君…多賀会長、金曜日のローターアクトでの卓話
と会食ありがとうございました。参加メンバー皆、
感動していました。久保幹事･小林さんもご参加頂き
ありがとうございました 

久保君…9/21(土)ＩＭご参加頂いた皆様ありがとうご
ざいました。柴田さん･川野さんいつも写真ありがと
うございます 

森君…ＩＭご苦労様でした。お疲れ様でした 
小林君…ＩＭご参加の皆様お世話になりました /多賀

会長･久保幹事･馬目RAC委員長、東京江戸川ローター
アクトクラブ例会ではお世話になりありがとうござ
いました/多賀会長いつもご馳走様です/写真を頂き
ましてありがとうございます 

大野平君…ＩＭご参加の皆様お世話になりました / 
今日で秋の全国交通安全運動が終りますがこれから
も安全運転しましょう/横山さん･柴田さん･川野さ
ん写真ありがとうござました 

増田君…水分補給して頑張っております 
大野(達)君…稲山さん職業奉仕ありがとうございました 
久保田君…9月も終わり10月からも宜しくお願いします 
横山君…新入会員歓迎会楽しかった。お疲れ様でした 
飯田君…野﨑さん先日は研修会でお世話になりました 
梅田君…川野さんいつも写真をありがとうございます 
宇多君…楽しい事(快挙)がありました 
松井君…柴田さん･川野さん写真いつもありがとうご

ざいます 
山本(和)君…須賀さんお心遣い感謝致します 
柴田君…9/21･22に行われた関東一高IACバザールにご協

力ありがとうございました。22名の皆様と物品の集積
にご協力頂いた6名の皆様ありがとうございました 

伊東君…日本ラグビー強いですね！よかった!! 
酒井君…新入会員歓迎会の写真ありがとうございました 
市川君…髙橋さん･酒井さんニコニコありがとうござ

います。台北旅行も準備が着々と進んでまいりまし
た。参加者の皆様楽しみにしていて下さい 

馬目君…先日、会員増強のチームIで会食＆ミーティン
グを行いました。その時のお釣りで恐縮ですがニコ
ニコに入れさせて頂きます 

鹿野君､関口君…ニコニコご苦労様です 

本日合計           72,000 円 

今期累計  799,000 円 

ニコニコ 
ボックス 

国際ロータリー第 2580地区 東分区 

Intercity Meeting 
テーマ 青少年奉仕を学び、語ろう！ 

 開催日     ２０１９年９月２１日(土) 11 時～ 
会 場     ホテルイースト 21 東京 
ホストクラブ  東京江東ロータリークラブ 


