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《 本日の卓話 》  １０月３１日 
 

「  都政トピックス  」 

東京都議会議員  宇田川 さとし 様 

（ 紹介者：当クラブ会員  飯田弘 君 ） 

《 次回の卓話 》  １１月７日 
 

「  司法書士という職業について  」 

 

当クラブ会員  稲山 雄一 君 

 
       第２２０４回 ２０１１年１０月２４日 例会報告     

＜ 点鐘・ロータリーソング・今月の歌 ＞ 

「 それでこそロータリー 」「 赤とんぼ 」 

＜ 来客紹介 ＞ 

●ビジター２名 

  荻 原 正 俊 様（ 東京東江戸川 RC ） 

  今  井   忠 様（ 東京臨海 RC ） 

＜ 出席状況報告 ＞ 

50 名中  43 名出席  出席率 86％（10/3 出席率 100％) 

＜ 会長報告 ＞ 

●10 月 18 日いわき勿来ロータリークラブの夜間例会へ 

  参加して来ました。このクラブは会員数 55 名、植田駅 

  近くの「ホテルミドリいわき植田」で例会が行われてお 

  ります。今年の 11 月には 50 周年を迎えるお兄さんク 

  ラブであり、いわき勿来 RC のガバナーノミニー渡邉公 

  平氏と隣り合わせの席となり懇親を深めまた。赤津会 

  長、前年度会長 鈴木修一郎氏には特にお世話になりま 

  した。ご報告いたします。尚、10 月 18 日、19 日と懇 

  親ゴルフが行われました。この報告は担当幹事の岡本会 

  員から報告して頂きます 

●米山功労者として、後関和之会員へ感謝状と楯が送られ 

  てきました。代読しお送りいたします 

●2012 年 2 月 9 日から 4 日間、「第 33 回バギオ訪問の 

  旅」の募集要項が届きました。参加される方は事務局迄 

  お問い合わせください 

●10 月 20 日に当クラブ稲山会員のご母堂様がご逝去い 

  たしました。謹んでご冥福をお祈り申し上げます。お通 

  夜、告別式と受付をお手伝いして頂きました、SAA、新睦 

  活動委員会の皆様には感謝申し上げます。ここで、稲山会 

  員がお出でです。一言ご挨拶をお願い致します 

●稲山会員より母の葬儀に対して、クラブの皆様に参列頂き 

  ありがとうございます。又、SAA・親睦活動委員会の皆様 

  には通夜、告別式とお手伝いいただき感謝申し上げます 

＜ 幹事報告 ＞ 

●11 月のロータリーレートは、1＄＝78 円です 

＜ 委員会報告 ＞ 

●いわき勿来 RC 懇親ゴルフ大会(岡本担当幹事)…10 月 18 

  日同クラブで懇親ゴルフ大会を開きました。当クラブより 

  14 名、いわき勿来 RC より 21 名り計 35 名で開催されま 

  した。夜には夜間例会に変更して頂き、会長婦人も同席し、 

  いわき勿来 RC と意義ある楽しいひと時を過ごせました 

●健康管理委員会(岩倉委員長)…「気になるホクロがありま 

  すか?」のご紹介で、気になるホクロは皮膚がんの疑いが 

  ありますので、早めに医者にご相談下さい 

●クラブ基金委員会(梅田委員長)…稲山会員から葬儀に対し 

  て感謝致しますとの事で、50,000 円を頂きました 

●ロータリー情報委員会(金子委員長)…例会後、ロータリー 

  学校が開催されます。講師は増田会員です。ご参加の皆さ 

  んは宜しくお願い致します 

●宇田川会員より…「あなたを救う脳卒中」についてのご案 

  内、11 月 5 日に葛西区民館で開催されます 

＜ 本日の卓話 ＞   

「  米山奨学会について  」  当クラブ会員  後関和之 君 

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 
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10 月 18 日(火)早朝からバスでいわき湯本スプリン

グス CC で、勿来 RC の配慮により親善ゴルフ大会が

開催された。 

事前に打ち合わせていたとはいえ、当方 14 名参加

に対し先方 21 名のロータリアンが参加しての歓迎

大会となりました。団体戦では負けましたが森田会

員が優勝して面目は保たれました、、、 

 

 

 

 

 

 
 
夕方ゴルフ場を出て、途中横山元会長の機械工場を

職場見学して例会場（植田ホテルミドリ）にて夜間

例会となり、またまた大歓迎をして頂きました。と

いうのは、先方の勿来 RC の例会は本来は水曜日の

昼であるのに、今回のために前日火曜の夜間に変更

して頂き、本当にロータリーの在り方が見え、さす

が今年 50 周年の兄さんクラブだと感じました。席

上、武田会長・中山エレクトも出席し、赤津会長・

山下幹事・直前会長の鈴木修一郎氏・ガバナーノミ

ニーの渡邉公平氏、そしてお膳立ていただいた後藤

氏はじめ皆さんの会員と交流の輪が広がった楽しい

一日でした。 

翌日、小名浜オーシャン H&G で参加メンバーの余興

ゴルフを楽しみ、19 日夕方無事楽しい旅を終え帰京

しました。写真は江戸川参加メンバーと、帰路筑波

山付近の素晴らしい夕焼けゴールドのショットです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
今後もゴルフ以外にも親睦を広げたいと思いますの

でご参加を。当番幹事の岡本さんご苦労様でした。 

             ( 記：幹事 須賀雅文 ） 

 

 

 

 

 

   ＜参加者＞武田夫妻、中山、須賀、市川、岩楯、 

     久保、松井、森田、岡本、関口、菅谷、多賀、 

     髙橋、梅田、山本(和)、横山      計 17 名 

 

        

 
 

 
東京東江戸川 RC 荻原様⋯宜しくお願い致します 
東京臨海 RC 今井様⋯夏の創立記念例会の節は一方

ならず大変お世話になり、誠にありがとうござい
ました 

後関君⋯本日 卓話宜しくお願いします 

武田君⋯いわき勿来 RC 懇親ゴルフ会・夜間例会へ

ご参加頂いた皆様、ありがとうございます 

横山君⋯勿来 RC 行の皆さんお世話になりました。

宇多さん 美味しいものありがとうございます 
岡本君⋯いわき勿来 RC に多勢ご参加、ありがとう

ございました 
市川君⋯勿来 RC に出向いて友好を深めてまいりま

した。岡本さんに大変お世話になりました 
中山君、須賀君、関口君⋯勿来 RC 訪問の皆様お世

話になりました 
松井君⋯横山さん、いわき工場見学では大変お世話

になりました。勿来 RC との交流、楽しませて頂

きました 

山本(和)君⋯勿来 RC との親睦 楽しかったです。岡

本さん・横山さんありがとうございました 

森田君⋯いわき勿来 RC 例会に出席、親睦ゴルフ会

で優勝してしまいました。東工・バレックスさん

の職場見学会、大変有意義な二日間でした。横山

さん・岡本さんご苦労様でした 

多賀君⋯先日の勿来二日間楽しかったです。横山さ

ん・岡本さんご厄介になりました 

岩楯君⋯いわき勿来 RC・東京江戸川 RC 親睦会では、

大変お世話になりました 
増田君⋯葛飾テクノプラザでウクレレ漫談を行いま

した 
久保田君⋯西川さん 先日はありがとうございました 

飯田君⋯良い事がありましたので 

金子(正)君⋯稲山さんご母堂のご逝去お悔み申し上

げます。白子さん昨日はご苦労様でした 

稲山君⋯先日は母の葬儀にご会葬 またお手伝いを

頂きまして誠にありがとうございました 

久保君⋯ロータリークラブ入会約 1 年、先輩方のお

陰様でロータリーライフを楽しませて頂いてお

ります。感謝申し上げます 

上野君、荒井君⋯いつもニコニコご苦労様です 
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本日合計   ５２，０００円 
今期累計  ９２４，０００円 


