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 本日の卓話  １０月１５日 
 

グループディスカッション 
 

       テ－マ：東日本大震災被災地へ 

                     支援活動の取り組み事例 
 

 

 次回の卓話  １０月２２日 
 

「 よみがえれ日本！ 」 
 

     自由民主党 東京都連副会長 

     東京臨海ロータリークラブ会員  大西 英男 様 
 

（ 紹介者：当クラブ会員 横山巖 君 ） 
 

 

              第２２４４回  ２０１２年１０月１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 

  ●ご来賓 1 名 

    鄭 ハンナ さん（ 米山奨学生 ） 

  ●ビジター 2 名 

    須 賀 精 二 様（ 東京東江戸川 RC ） 

    堺   千  種 様（ 東京臨海東 RC ） 

■出席状況報告（前々回訂正出席率） 

 48名中 43名出席 出席率89.58％ (9/10…100％) 

■10 月お祝い 

  ( 奥様誕生日・結婚記念日・出席 ) 

■会長報告 

  ●米山奨学金の授与 

  ●9/28(金)RE-5 三役会に、会長・幹事で出席致し 

    ました 

  ●11/12(月)ロイヤルパークホテルで開催の、東 

    分区ＩＭ参加お願い 

■幹事報告  

  ●本日 例会終了後「藤の間」におきまして、理 

    事役員会を開催致します 

  ●次週 10/15(月)例会は、東分区懇親ゴルフ大会 

    と重なる為、大会に出場しない会員の方のみで 

    の開催となりますので、ご了承下さい 

  ●先週の会長報告で発表した、横山巖会員 東都よ 

    みうり掲載記事を、ラックへ配布致しました 

  ●来年 2/20(水)沖縄で開催の地区大会へ、参加お 

    願い 

 ■委員会報告 

  ●プログラム委員会（田中(吉)委員長)…10/15(月) 

    フォーラム形式の卓話について 

  ●Ｒ情報委員会(武田委員長)…第 2 回Ｒ情報委員 

    会 開催報告及びﾛｰﾀﾘｰｶﾞｲﾀﾞﾝｽ作成の参加義務 

    者(入会７年未満)及び参加者の募集のお願い 

  ●米山奨学委員会(松井委員長)…10 月は米山奨学 

    月間です。地区からの資料(豆辞典)を皆さんの 

    ラックに配布しましたのでご一読下さい 

  ●ゴルフ同好会(久保委員長)…10/15(月)東分区懇 

    親ゴルフ大会のメンバー表は、ホストクラブよ 

    り届き次第、参加者にお知らせ致します 

                                次ページへ続く→ 

      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.11  第 2245 回 2012 年 10 月 15 日 

      行船公園（平成庭園・源心庵） 

Weekly Report 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    ***１ページ例会報告続き 委員会報告 *** 
 

●釣り同好会(後関委員長)…10/26(金)釣りをする 

   会の参加募集と、10/28(日)11 時より関口会員 

   宅で釣り魚を食べる会を行います 

●青少年交換委員会(岩倉委員長)…9/29(土)国立 

   ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ青少年ｾﾝﾀｰで行われた、47 期派遣学生 

   (13 人)帰国報告会への参加報告 

■本日の卓話 

「６５歳までの継続雇用義務化について」  

                       当クラブ会員    山本 昌之  君 
 

 

 
        
 
中山君…山本(昌)さんの卓話、期待しています 

増田君、佐久間君、金子(栄)君、梅田君…奥様誕

生日祝いを頂いて。ありがとうございます 

保土田君、上野君、白子君、松井君…結婚記念日

祝いを頂いて 

宇田川君…結婚記念日祝いを頂いて。結婚 52 周

年です。色々ありがとうございました 

西川君…結婚記念日祝いを頂いて。結婚 34 年目

になります。経ってしまうとあっという間です

が、妻には感謝しております 

横山(鉄)君…結婚記念日祝いを頂いて。共に頑張っ

ていこう 

荒井君…例会出席 100％祝いを頂いて。お陰様で

11 回目の例会 100％を頂きました 

市川君…老人ホームを案内することになりました。

よろしく 

石上君…先日 柴田さんに大変お世話になりました 

飯田君…良い事がありましたので 

横山(巖)君…記事 載せて頂きました 

松井君…Ｒ情報委員長 武田さん、頑張って良い物

を造りましょうね！いつも頭が下がります 

稲山君…小林さん 第 3 回クラブ協議会ではお世話

になりました。ありがとうございました 

久保君…ゴルフ同好会より、10/15(月)東分区懇親

ゴルフ大会が鷹之台カンツリークラブで行われ

ます。お陰様で当クラブより 20 名ご参加予定

です。ゴルフをされない会員の皆様には、例会

日でもあり大変ご迷惑をお掛けしますが、何卒

ご容赦お願い申し上げます 

川野君…金子(栄)さん 先日は大変お世話になりま

した。ありがとうございました 

岡本君、山本(和)君、関口君、森君…ニコニコご

苦労様です 

高田君…秋たけなわ?ニコニコ頑張ります 

本日合計    67,000 円 

今期累計        653,000 円 

 
 

2012-2013 年度 
10 月理事・役員会報告 

 
 

日  時：2012 年 10 月 1 日(月) 13：40～ 

場  所：タワーホール船堀 2Ｆ「藤の間」 

出席者：理事・役員 中山、宇田川、荒井、西川、 

           武田(直前会長)、山本(昌)、田中(伴)、 

           森田、金子(栄)、飯田、山下、岡本 

           会計監査 横山(巖)  

           会場監督 関口  

  ［ 記録係：副幹事 小林、川野 ］以上 16 名 

 

 ＜協議事項＞ 

１．創立 50 周年実行委員会 委員長の件 

                                                … [承認] 

 

２．新世代奉仕フォーラムの件 … [承認] 

     11 月 26 日(月) 

     テーマ「今に生きる新世代」 

     カウンセラー上野元会長 

     IAC・RAC を招待しフォーラムを開催予定 

 

３．地区大会の件… [承認] 

     2013 年 2 月 20 日(水)に行われる地区大会を 

     早目に募集する 

 

＜報告事項＞ 

１．9 月収支報告 

     西川会計より報告 

 

２．東分区ＩＭ人頭分担金支払いの件 

     西川会計より報告。 

     ＠1 万円×48 名分＝480,000 円を、分区諸 

     会費より支払います 

 

３．10 月 29 日(月)第 4 回クラブ協議会、会長･ 

     幹事打合わせ会、例会について時間の確認。 

     ・第 4 回クラブ協議会 10:00～11:00  

                                    林ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐出席 

     ・会長・幹事打合せ会 11:30～12:00 

     ・例会                   12:30～13:30  

                                    石川ｶﾞﾊﾞﾅｰ卓話 

     ・写真撮影        例会終了後 

 

 


