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[本日の卓話] ３月２９日     
「 災害に強い都市｢東京｣形成ビジョン 」 

   
当クラブ会員  野﨑信  君  

 

 

[次回の卓話] ４月５日         
プログラム委員会にて調整中  

━━━━━  第２５６９回  ２０２１年３月２２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 来賓・ビジター・ゲスト … なし 

■出席状況報告 

  ４４名中  ３２名出席  出席率８２.０５％ 

■お祝い 

次週 3/29(月)に１月～３月をまとめて行います 

■会長報告 

○例会再開に際し挨拶 

〇Ｒ財団年次寄付 認証品の贈呈。  

大野達郎会員→ PHF+３ 

梅田巖会員 → PHF+３ 

■幹事報告 

○例会終了後、別室へ移動せずこちら「瑞雲の間」

において 理事役員会を開催しますので、理事役

員の皆様は出席をお願いします 

■委員会報告 

〇東分区ＩＭ実行委員会(松井委員長)…3/8(月)東

分区ＩＭ（収録）の報告 

〇国際奉仕委員会(山本(昌)委員長：代理後関会長)…

台北で開催予定だった国際大会は、直接対面式で

はなくバーチャル開催されることが決まりました 

■本日の卓話 
 

「 石田梅岩と職業奉仕 」当クラブ会員 川野克博 君 

＜ニコニコBOX＞ 

川野君…本日の卓話をさせて頂きます。宜しくお願い

致します/先日は松井IM実行委員長･実行委員の 

皆様お世話になりました/柴田さん･小林さん先日は

お世話になりました。ありがとうございました/  

今年も宜しくお願い致します 

田中君…川野さん 本日の卓話楽しみにしています 

大野平君…皆さんお久しぶりです。川野さん卓話楽し

みにしています 

髙橋君…本日の卓話 川野さん宜しくお願いします/ 

J:COMえどがわの｢えどがわ人図鑑｣に松崎しげるさ

んの司会で出演させて頂きました。現在はYouTube

で観ることが出来ます/コロナ緊急事態宣言で休会

が続いていましたのでニコニコBOXが不足しており 

ます。 

皆様のご協力 

 を宜しくお願 

いします 

Weekly Report 

 
 

Rotary Opens Opportunities 
国際ロータリー会長  ホルガー・クナーク  

不 易 流 行 
東京江戸川ロータリークラブ  

会長  後 関 和 之 

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.５７ №２０ 第２５７０回 ２０２１年３月２９日 

鹿骨円勝院 



                                 

 

 
 
 
日 時：2021 年 3 月 22 日(月)13:40～ 
場 所：タワーホール船堀 2Ｆ「瑞雲の間」 
出席者：後関･久保･岩楯･伊東･川野･ 

小林･岡本･松井･横山･大野平 
［記録係：鹿野･市川］(以上 12 名) 

  
＜協議事項＞ 
１. 佐久間唯一会員退会の件 … 承認 

3/22付にて退会処理する 
２. 今後の例会について … 承認 

後関会長よりできるだけ開催していき
たいとの意向表明があったが、今後再度
緊急事態宣言が発令された場合は中止
とする 
 

＜報告事項＞ 
１. 12月～2月末 会計報告 
２. 次年度地区役員･委員就任の件、クラブ・本人承

諾のうえ、地区へ就任承諾書を提出しました 
・上野操→地区諮問委員会委員、地区法務担当 
・荒井知久→ガバナー補佐、地区会員増強委員会委員 
・山本昌之→分区幹事 
・田中吉嗣→地区資金推進委員会委員 
・小黒将年→地区ローターアクト委員会委員 
―――――――――――――――――――― 

＊１月お祝い＊             
■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  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 

■例会出席 100％お祝い 

 小久保君(53回) 稲山君(13回) 田中君(13回) 

岩楯君(11回) 野﨑君(４回) 
 
＊２月お祝い＊             

■誕生日お祝い 岡本君 森君 馬目君 

■奥様誕生日お祝い    

荒井君 稲山君 西川君 多賀君 伊藤君 

■結婚記念日お祝い 岩倉君 金子(正)君 

 伊東君 馬目君 酒井君 伊藤君 

■例会出席 100％お祝い 横山君(36回)  

宇多君(22 回) 関口君(16 回) 西川君(14 回) 

渡邉君(3 回) 久米さん(3 回) 鹿野君(3 回) 
 

＊３月お祝い＊             
■誕生日お祝い 岩倉君 後関君 中山君 

 山本(昌)君 市川君 

■奥様誕生日お祝い 野﨑君 

■結婚記念日お祝い 飯田君 横山君 関口君 

 田中君 多賀君 渡邉君 小黒君 

■例会出席 100％お祝い 

大野(達)君(48回) 髙橋君(3回) 

 

 

 
後関君…お久しぶりです。毎週お会いできる事を

願っています 

岩楯君…東分区IM開催(収録)、IM実行委員会の皆様

大変お疲れ様でした 

大野(達)君…お久しぶりです。皆さんこれからも

宜しくお願いします 

岡本君…皆さんお元気ですか 

飯田君…お久しぶりです。お蔭で元気に出席でき

ました 

横山君…お久しぶりです。元気にしておりますか 

岩倉君…久しぶりに皆さんにお会いできて嬉し

です 

梅田君…お久しぶりです。今後も宜しくお願いし

ます 

中山君…久しぶりに皆様に会えて嬉しいです 

松井君…新しい年となり初会合ですね!今年も宜

しくお願い致します。3/8(月)のIMの際は参加

者とお手伝いの皆様ありがとうございました 

荒井君…3/8(月)のIM無事終了することが出来ま

した。松井委員長をはじめ皆様のご協力に感謝

申し上げます。ありがとうございました 

森田君…皆さんお久しぶりです 

稲山君… 3/8(月 )の IMでは松井さん･荒井さん･ 

山本(昌)さん大変お世話になりました。本当に

ありがとうございました。多賀さんパネラーと

してとても素晴らしかったです 

久保君…本日より例会再開おめでとうございま

す。まだまだコロナ禍ですがロータリーは不易

流行で頑張りましょう !/IMご出席の皆様お疲

れ様でした。岩楯幹事ご馳走様です 

小林君…久しぶりの例会です。宜しくお願い致し

ます 

柴田君…皆様お久しぶりです/荒井さんおめでと

うございました。4年間宜しくお願い致します 

伊東君…久々の例会、皆様のお元気なお顔拝見し

て嬉しく思います 

野﨑君…プログラム委員会より、後半の卓話の日

程を確認して下さい。宜しくお願いします 

鹿野君…お久しぶりです。皆様お元気のことと思

います。まだまだコロナは収束しそうもありま

せんが、何卒ご自愛下さい 

馬目君…月曜日に例会が無いと生活のリズムが

狂ってしまいます。早く正常な状態に戻ってほ

しいですね。来週は会議の為お休みさせて頂き

ます 

小黒君…皆さま本年も宜しくお願いします。中山

さん先日はご馳走様でした 

伊藤君…ご無沙汰しております。今年も宜しくお

願い致します 

市川君…IMではリハーサル・本番とお手伝いをさ

せて頂き、大変勉強になりました 

山本(和)君､関口君…ニコニコご苦労様です 

森君…お久しぶりです。ニコニコ頑張りましょう 

本日合計     80,000 円 

今期累計  1,524,000 円  

ニコニコ 
ボックス 

２０２０－２１年度 
３月理事･役員会報告 


