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[本日の卓話] １０月２８日    
「理想から現実へ、 

このタワーホール船堀から始まった金魚物語」 
  

㈱UWS ENTERTAINMENT 代表取締役 宮澤雅教 様 

（紹介者：当クラブ会員 川野克博 君） 
 

 

[次回の卓話] １１月１１日              
「 ロータリー財団について 」 

   
ロータリー財団委員長  

当クラブ会員  松井宣彦 君 
 

━━━━━  第２５３０回  ２０１９年１０月２１日  例会報告  ━━━━━━ 
 

◆点鐘・ロータリーソング・今月の歌 
「 我等の生業 」「 赤とんぼ 」 

◆来客紹介 
●ゲストスピーカー１名  
時任 一郎 様（ 警視庁 小松川警察署 交通課長） 

●ご来賓５名 
長岡 千春 様（ 警視庁 小松川警察署 警部補 ） 
大澤 文誉 様（ 大澤恒也名誉会員御家族 ） 
＜柴田会員事業所 葛西昌医会病院でチャレンジ ザ ドリーム体験中> 
黒田結以さん（ 江戸川区立東葛西中学校２年 ） 
佐藤真衣さん（ 江戸川区立東葛西中学校２年 ） 
磯崎絆菜さん（ 江戸川区立東葛西中学校２年 ） 

◆出席状況報告（前々回訂正出席率） 
  46名中  39名出席 出席率92.85％ ( 9/30…100％ ) 

◆会長報告 

●当クラブ名誉会員 大澤恒也様におかれましては、                       

９月２８日にご逝去されました。(享年１０３歳) 

ここに謹んで哀悼の意を表し、ご冥福をお祈りし黙祷

を捧げます。＜黙祷＞ 

大澤名誉会員は 8/26(月)のガバナー公式訪問日が 

最後の例会出席でした 

●大澤文誉様よりご挨拶 会員の皆様には大変お世話に

なりました。感謝申し上げます 

●関口会員へ、米山特別寄付  

第３回米山功労者マルチプル  

感謝状の贈呈 

●柴田会員事業所 葛西昌医会病院でチャレンジ･ザ･ドリ
ーム体験中の３名より、簡単な自己紹介をお願いします 

◆幹事報告 
●新会員 小黒将年さんの会員名簿シールをラックへ配布しま
したので、お手持ちの会員名簿へ貼り付けてご利用下さい 

●東京江戸川中央RCより2019-20年度地区補助金プロジェ
クトご支援のお願いのチラシが届きましたのでラックへ
配布しました。子供達の健やかな成長を支援する居場所
事業｢e-リビング」にロータリー書籍コーナーを設置す
るため、「小学校高学年・中学生・高校生向け」の書籍
の寄贈を支援頂きたいそうです。期間は11/末迄です 

●いわき勿来RCより週報が届きましたので回覧下さい 
●例会部屋変更のお知らせ。次週10/28(月)例会は、７Ｆ
チャペルで開催となります 

◆委員会報告 
●社会奉仕委員会(伊東委員長)…「台風15号災害」支援金
のお願い。9月に千葉県上空を通過した台風15号被害に
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 

●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 

●健康管理委員会(渡邉委員長)…アトピー性皮膚炎には、
治療＋スキンケア 

●ゴルフ同好会(関口副委員長)…10/9東分区懇親ゴルフ
大会千葉cc野田コースへ12名で参加して来ました 

◆本日の卓話「 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） 

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 №１３ 第２５３１回 ２０１９年１０月２８日 

<< 行船公園（平成庭園・源心庵） >> 



                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

当クラブゴルフ同好会12名で参加して来まし

た。結果はクラブ対抗では8位、個人の部では

松井会員が4位、シニア部門優勝でした。また

当クラブ同好会の順位は、優勝 馬目会員、準

優勝 岩楯会員、3位 岩倉会員でした。ご参加

の皆様お疲れ様でした。（ 幹事 久保克 記 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

野﨑君…台風15･19号の被害にあわれた方々のお

見舞い申し上げます。19号では江戸川区初めて

の避難命令が発令され避難所や命令の内容が

わかりにくいと言われて改善出来るよう努め

てまいります。また伊東さん、児童相談所への

お声掛けありがとうございます 

小黒君…前回は誕生日お祝いを頂きありがとう

ございました。頂いたプレゼントは大切に使わ

せて頂いています 

岡本君､岩倉君､関口君､岩楯君…ニコニコご苦労

様です。頑張れ！ 

 

 

 
大澤文誉様…永年に渡り大変お世話になりまし

た。感謝 

多賀君…チャーターメンバー大澤恒也名誉会員

のご逝去に際しここに謹んでご冥福をお祈り

申し上げます/髙橋さん先日は大変ご厄介にな

りありがとうございました 

増田君…大澤さん大変お世話になりました。安らかに 

横山君…大澤恒也さん、永い間お世話になりまし

た。ありがとうございました 

大野(達)君､中山君､山本 (和)君…大澤恒也名誉

会員のご冥福をお祈りします 

伊東君…大澤恒也名誉会員のご逝去は大変残念です 

東京東江戸川RC須賀様…お世話になります 

【誕生日祝いを頂いて】佐久間君…67才になりま

す。ありがとうございます 

【結婚記念日祝いを頂いて】上野君…ありがとう

ございます/野﨑君…本人同士は忘れていても

ロータリーで気付かされてありがとうござい

ます。来年は世界大会に夫婦で参加出来ればい

いと思います 

【出席100％祝いを頂いて】荒井君…ありがとう

ございます 

大野平君…本日の卓話、時任交通課長さんよろし

くお願いします/髙橋さん福島県旅行ではお世

話になりました 

田中君…大野平さん本日の卓話楽しみにしています 

川野君…大野平さん、時任一郎様、本日の卓話楽

しみにしています 

市川君…本日の卓話、時任様･長岡様 楽しみにし

ております/増田さん･宇多さん･中山さん先週

は楽しいひとときをありがとうございます 

柴田君…職場体験の東葛西中の生徒達、黒田さん・

佐藤さん・磯崎さんです。宜しくお願いします 

松井君…分区ゴルフコンペでは皆様お世話にな

りました。楽しい一日でした。馬目さん第1回ク

ラブコンペ優勝おめでとうございます 

馬目君…東分区ゴルフ大会で 50位賞とドラコン

を頂きました。江戸川RCの部では優勝させて頂

きました。次回11月も楽しみにしております 

稲山君…多賀会長いつもお世話になりましてあ

りがとうございます 

久保君…多賀会長･髙橋さんお土産ありがとうご

ざいます 

川野君､大野平君､佐久間君…多賀会長お土産 

ありがとうございました 

髙橋君…多賀会長、当金庫九州旅行にご参加頂き

ましてありがとうございました。本日の卓話を

今後の参考にしたいと思います 

荒井君…ラグビー日本代表頑張ってくれました

けど残念ながら負けちゃいました。ベスト８ス

コットランド戦は現地で見てきました 

佐久間君…柴田さん前回の例会ではお世話にな

りましてありがとうございました 

本日合計           80,000 円 

今期累計  953,000 円 

ニコニコ 
ボックス 東分区懇親ゴルフ大会 

開催日 10月9日(水)、千葉 CC 野田コース 

 

葛西昌医会病院 ( 柴田会員事業所 )  
チャレンジ･ザ･ドリーム体験中 

（ 江戸川区立東葛西中学校２年 ） 


