
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

《 本日の卓話 》 ８月２２日 
「 各種同好会等報告 」 

釣り同好会・ゴルフ同好会・健康管理委員会 

《 次回の卓話 》 ８月２９日 
「青少年交換プログラムとローテックスについて」 

ローテックス（45期メキシコ派遣、聖心女子大1年在学中） 

髙橋 陽子 様 

 第２１９６回 ２０１１年８月８日 例会報告  
 

＜点鐘・ロータリーソング・今月の歌＞ 
 「我等の生業」「手のひらを太陽に」 
＜来客紹介＞ 
 ◎ご来賓２名 
  アルトゥーロ ソラレス コンチャ 君（来日青少年交換学生） 

  髙橋 陽子 様（ローテックス） 
＜出席状況報告＞ 

 50名中42名出席 出席率84%(7/25出席率100%) 
＜会長報告＞ 

●水野ガバナーより公式訪問のお礼状が届き 
  ました 
●浦安市長より義捐金のお礼状が届きました 
●第 2530 地区より 20 年のあゆみを頂きました 
●来日青少年交換学生 アルトゥーロ ソラレ 
  ス コンチャ君の紹介。第 1 ホストファミリ 
  ーは増田会員、第 2 ホストファミリーは岩倉 
  会員です。第 3・第 4 のホストファミリーを 
  募集中ですので、皆様ご検討下さい 

＜幹事報告＞ 
●第 17 回全日本ロータリークラブ親睦合唱祭 
   開催のご案内 

 ●本日例会終了後、理事役員会を開催致します 
 ●来週 8/15(月)は、タワーホール船堀休館日の 
    為｢休会｣です 
＜委員会報告＞ 
 ●山本(和)直前幹事… 
  前年度委員会活動報告提出のお願い。 
  8/19(金)迄にご提出下さい 

 ●ＩＡＣ委員会(稲山委員長)… 
  8/7(日)開催 第 48 回ＩＡＣ年次大会参加報告 
 ●ゴルフ同好会(岩楯委員長)… 
  今年度ゴルフ同好会メンバー募集のご案内。 
  8/22(月)迄にご返信下さい 
 ●台北東ＲＣ委員会(増田委員長)…  
  台北東ＲＣ創立記念例会(11/5.6)のご案内 
 ●セ・ソウルＲＣ委員会(岩倉委員長)… 
  セ・ソウルＲＣメンバー来日時の会員皆様
  のご協力に感謝・御礼 
＜本日の卓話＞ 
 「会員増強について」 
                当クラブ会員  岡本紀雄 君 
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心の中を見つめよう 博愛を広げるために 

Reach Within to Embrace Humanity 
国際ロータリー会長 カルヤン・バネルジー 

より楽しもう より奉仕しよう 

Enjoy and Serve more 
東京江戸川ロータリークラブ会長 武田英彦 

国際ロータリー第 2580 地区 

東京江戸川ロータリークラブ 
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小松川境川親水公園 

（提供 ･ 江戸川区） 
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ババーーナナーー紹紹介介  
  

柴田憲男 会員 
 

 私は先日、次の２つのロータリークラブに出
席しましたので、ここにその２本のバナーをご
紹介いたします。武田会長のご指示で、当会の
バナーを持参しましたので、そのお返しでいた
だきました。 
 

 まず一本は、去る７月２０日に浦安ベ
イ・ロータリークラブの例会でしたが、
ここは出来てまだ１年余で、会員数も 
２０名のアットホームなクラブでした。 
 
 
 またもう一本は、８月１日出張先の京
都西ロータリークラブの例会に出席し
て、西陣織のいかにも京都らしいバナー
をいただきました。ところで、持参した
当会の金魚の絵の入ったバナーを見て、
例会の参加者からその由来を聞かれま
した。 

 

 
2011-12 年度 ８月理事・役員会報告 

日 時：２０１１年８月８日(月)  場 所：タワーホール船堀 2Ｆ「松・桜の間」 
出席予定者： 

理事・役員 武田、中山、後関、須賀、西川、金子(栄)(直前会長)、森田、関口、松井、保土田、 

      横山、髙橋、 

会 計 監 査  久保田、大野   会場監督 荒井   親睦活動委員長 山本(昌) 

［ 記録係：副幹事 多賀、久保 ］ 
＜協議事項＞ 
１．東日本震災復興プロジェクトの取組について ［継続審議］ 
   理事役員会として具体案を模索検討する。 
２．プララメスアンＲＣより頂いた義援金の利用方法について ［継続審議］ 
   国際奉仕・社会奉仕の共同により義援金の相手先を模索検討する。 
３．ＲＥ―５ 合同例会の開催内容についての検討 ［継続審議］ 
   2012 年 3 月 14 日に開催するＲＥ―５合同例会に相応しい卓話等について検討する。 
４．「東京江戸川ＲＣの自慢出来る事柄」について記載をお願いします。 ［継続審議］ 
   各委員会、過去の事業実績等、その他何でも自慢できる事をお知らせ下さい。 
５．事務局の夏季休暇について  ８月１１日（木）から８月１８日（木） ［承認］ 
６．指名委員会選任の件 ［承認］ 

 クラブ細則第１条第１節により総会で行われる次年度指名方法について、指名委員会又は総会出席会員から
の自薦他薦者のいずれか、もしくは双方により投票するかを理事会で協議した結果、本年は指名委員会での指
名選出による方法を採用することになった。本年度の指名委員会のメンバーは下記の１３名のメンバーである。 
 大澤恒也、小久保晴行、上野 操、保土田守彦、長尾謙一、池田 亮、横山 巖、岩倉弘毅、梅田 巖、 
山下 茂、議長 金子栄一と現会長 武田英彦、会長エレクト 中山直幹。議長には議決権を有しない。 

７．理事役員候補者指名委員会内規、第７条３項、幹事選考基準の見直しについて ［継続審議］ 
 理事役員会開催内に提案がされ、現在の規定の幹事資格は「幹事は、在籍 7 年以上在会し、委員長を３回
以上または理事を２回以上経験した者の中から」となっているが、当会の会員在籍経験の現状を認識し見直
しの発言があり、理事役員会は慎重に審議した結果、継続審議とする事に至った。 

＜報告事項＞ 
１）７月の収支報告書の報告 
２）ロータリー情報委員会はロータリー学校を８月末より開設します。 
３）親睦活動委員長より、ゴルフ同好会と共に、いわき勿来ロータリークラブへ例会参加及び親睦ゴルフ大会  
    を実施します。日程の詳細は後日、会員へお知らせ致します。 
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岡本君⋯本日｢会員増強について｣を卓話します。よろしく 
飯田君⋯岡本元会長の卓話を大いに期待しております 
横山君⋯岡本さん、増強卓話楽しみです 
山下(茂)君⋯岡本さん 卓話楽しみにしております。いつもながら 
  の一席をお願い致します 
髙橋君⋯岡本増強委員長、卓話ご苦労様です 
荒井君、森田君⋯岡本さんの卓話楽しみにしています 
多賀君⋯岡本さんの名演説、楽しみにしています 
長尾君、久保田君⋯出席 100％祝いを頂いて 
山本(和)君⋯出席 100％祝いを頂いて。10 年目ですが、1 年目に 
  ガンで入院した為、9 回目の出席 100％です 
増田君⋯メヒコ アル君 こんにちは 
岩倉君⋯交換学生アルトゥーロ君、ようこそおいで下さいました 
田中(吉)君⋯メキシコからいらっしゃいましたアルトゥーロさん、 
   ようこそ日本へ。ようこそ東京江戸川ロータリークラブへ 
稲山君⋯第 48 回インターアクト年次大会では、ご参加・ご協力 
  を頂きました皆様に感謝申し上げます 
高田君⋯暑中お見舞い申し上げます。暑さもあと一息、頑張りましょう 
岩楯君⋯はじめて父と二人で！東北三大まつりに行って来ました 
柴田君⋯京都西ロータリークラブと浦安ベイロータリーク
ラブから、バナーを頂きました 
関口君⋯ニコニコご苦労様です 
森君⋯暑いですね。いつも｢ニコニコ｣と宜しくお願いします 

本日合計   １２６，０００円 
今期累計   ５２８，０００円 


