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 本日の卓話  ８月６日 
 

「  留学時代の思い出  」  
 

     台湾国立交通大学教授 

     元米山奨学生         黄 紹恒  様 
 

（ 紹介者：当クラブ会員  長尾謙一 君 ） 
 

 

 次回の卓話  ８月２７日 
 

    「  私のインターアクト 

             ～子供たちのために～  」  
 

    地区インターアクト委員長 

    東京東江戸川RC会員       岡村 利之 様 
 

（ 紹介者：当クラブ会員  稲山雄一 君 ） 
 

 
  第２２３８回  ２０１２年７月３０日  創立４９周年記念例会・祝賀会 報告  

           

＊ 第1部 例会 ＊   ＜司会 … 幹事 荒井知久＞ 

■点鐘・開会宣言 … 会長 中山直幹 

■国歌斉唱「 君が代 」 

  国歌斉唱「 愛国歌 」( 大韓民国 ) 

  ロータリーソング斉唱「 奉仕の理想 」 

                     … ソングリーダー 久保克 

■来賓紹介 … 会長 中山直幹 

  林   茂男 様（東分区ガバナー補佐） 

  岡本 隆一 様（東分区幹事） 

  渡邉 公平 様（第 2530 地区ガバナーエレクト） 

  渡邉 裕子 様（令夫人） 

  富田 康義 様（東京東 RC 会長） 

  鈴木 義雄 様（東京東江戸川 RC 会長） 

  須賀 精二 様（東京東江戸川 RC 副会長） 

  中村 新一郎 様（東京東江戸川 RC 幹事） 

  田村 浩康 様（東京臨海 RC 会長） 

  橋本 豊之 様（東京臨海 RC 副会長） 

  今井   忠 様（東京臨海 RC 幹事） 

  高萩 勝利 様（いわき勿来 RC 会長） 

  冨沢 藤利 様（いわき勿来 RC 幹事） 

  全   炳台 様（セ･ソウル RC 会長） 

  朴   春南 様（セ･ソウル RC 総務） 

  金   裕光 様（セ･ソウル RC 管理委員長） 

  韓   根植 様（セ･ソウル RC 国際奉仕委員長） 

  朴   明淑 様（セ･ソウル RC 副会長） 

  金   學子 様（セ･ソウル RC 副会長） 

  徐   京淑 様（セ･ソウル RC 女性委員長） 

  朴   慶淑 様（セ･ソウル RC 副総務） 

  李   靑圻 様（セ･ソウル RC 新任会員） 

  咸   蘭伊 様（セ･ソウル RC 新任会員） 

  吳     珍 様（セ･ソウル RC 事務長） 

  中村 孝徳 様（関東第一高等学校校長） 

  野平   司 様（関東第一高等学校 IAC 会長） 

  増田  盛仁偉 様（関東第一高等学校 IAC 副会長） 

  野澤  知希 様（関東第一高等学校 IAC 幹事） 

  柏木  達也 様（東京江戸川 RAC 副会長） 

  杉山 雄一郎 様（東京江戸川 RAC） 

  大内  邦彦 様（東京江戸川 RAC） 

■会長挨拶 … 会長 中山直幹 

→ 2 ページへ続く 

      奉仕を通じて平和を 

    Peace Through Service 
   国際ロータリー会長 田中作次 

ロータリーはすばらしい！ 

It's Great to be a Rotarian! 
東京江戸川ロータリークラブ会長 中山直幹 

国際ロータリー第 2580 地区 

東京江戸川ロータリークラブ 
ROTARY CLUB OF TOKYO EDOGAWA 

Vol.49  No.5  第 2239 回 2012 年 8 月 6 日 

      行船公園（平成庭園・源心庵） 

Weekly Report 



 

→ １ページより例会報告続き 

■来賓挨拶 

   東分区ガバナー補佐         林   茂男 様 

   第 2530 地区ガバナーエレクト     渡邉 公平 様 

   東京東 RC 会長             富田 康義 様 

   東京東江戸川 RC 会長     鈴木 義雄 様 

   東京臨海 RC 会長          田村 浩康 様 

   セ･ソウル RC 会長         全   炳台 様 

   いわき勿来 RC 会長        高萩 勝利 様 

■創立会員代表挨拶 … 第 2 代会長 大澤恒也 

■会長報告・幹事報告・委員会報告 

■出席状況報告 

 48 名中 43 名出席 出席率 89.58％(7/9…100％) 

■ニコニコ BOX 報告 

■点鐘 
 

＊ 第 2 部 祝賀会 ＊          

＜司会 … 親睦活動委員長  森 清正＞ 

■会長挨拶 … 会長 中山直幹 

■乾杯 … 第 22 代会長  増田一美 

■アトラクション 

… 山下直子＆ストレートシューター 

■ロータリーソング斉唱「 手に手つないで 」 

                     … ソングリーダー 久保克 

■閉会のことば  … 副会長  須賀雅文 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ***１ページ例会報告より【ニコニコ BOX 報告】 *** 
 

 
        
 

東京東 RC 富田様…創立 49 周年おめでとうござい

ます 

東京臨海 RC 田村様、橋本様、今井様…クラブ創

立 49 周年誠におめでとうございます。また本

日は、臨海 RC 三役をお招き下さり心より御礼

申し上げます。創立 50 周年に向け、クラブの

益々のご発展を心よりご祈念申し上げます 

第 2530 地区ガバナーエレクト渡邉様、奥様、い

わき勿来 RC 高萩様、冨沢様…創立 49 周年誠

におめでとうございます 

上野君…ご来賓の皆様・お客様、本日はご出席あ

りがとうございます。またチャーターメンバー

の大澤さんはじめ、先輩会員の皆様に改めて感

謝致します 

中山君、須賀君、荒井君…創立 49 周年記念例会

に参加して頂き、誠にありがとうございます 

増田君、佐久間君、大野君、保土田君、岡本君、

久保田君、飯田君、白子君、梅田君、後関君、

金子(正)君、松井君、山本(和)君、関口君、森

田君、田中(伴)君、多賀君、岩楯君…創立 49

周年記念例会おめでとうございます 

横山(巖)君…創立 49 周年おめでとう。勿来 RC の

皆さん、ようこそおいで下さいました。ありが

とうございます 

岩倉君…姉妹クラブの皆様、ようこそ記念例会へ 

高田君…東京江戸川 RC 創立 49 周年おめでとうご

ざいます。今夜は思い切り楽しみましょう 
 

８月 の 受 付 当 番 梅田君・山本(昌)君・久保君 

本日合計    97,000 円 

今期累計        290,000 円 

 
 ■誕生日お祝い  
    市川君   高田君   横山(鉄)君 
              
 ■奥様誕生日お祝い  
    市川君   小林君   川野君 
             
 ■結婚記念日お祝い  
    無し 
       
 ■例会出席 100％お祝い 
    大澤君(48 回)   久米君(48 回)   
    長尾君(35 回)   久保田君(31 回)   
    岡本君(29 回)   山本(和)君(10 回)   
    久保君(2 回) 

８月のお祝い 


