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【本日の卓話】 ９月３０日 
 

 

「   ５０周年 最終打合せ   」 
  

50AEX  三委員会            

 

【次回の卓話】 １０月７日 
         
 
 

 創立５０周年記念例会・祝賀会 
 
 

   

 

・～・～・～・～・ 第２２８３回  ２０１３年９月９日  例会報告 ・～・～・～・～・ 
 

◆点鐘・ロータリーソング・今月の歌 
 「 我等の生業 」「 遠き山に日は落ちて 」 
◆来客紹介 
●ビジター2 名 
  池 田 正 孝 様（ 東京江戸川中央 RC ） 
  須 賀 精 二 様（ 東京東江戸川 RC ） 
◆出席状況報告（前々回訂正出席率） 
  51 名中 40 名出席 出席率 85.11％ (8/26…100％) 
◆会長報告 
  なし 

◆幹事報告  

●8/5(月)ガバナー公式訪問の集合写真が出来上がり

ましたので 配布致しました 

●東京足立 RC より、IM キャラバンのお礼状が届きま

した 

●9/4(水)江戸川区民まつり実行委員会へ出席致しま

した 

●第 2530 地区より「会津の里にこらんしょ！」プロ

ジェクトのパンフレットが届きましたのでご回覧

下さい 

●東京江戸川中央 RC 創立 20 周年記念例会 日程変

更のお知らせ。2014 年 4 月 12 日(土)→4 月 19 日

(土)に変更 

●東京東江戸川 RC・東京臨海 RC の創立記念例会･祝

賀会 出欠席について説明 

●例会終了後、5Ｆ雅の間にて 50AEX を開催致します

ので、関係各位はご出席下さい 

◆直前幹事報告  

●前年度各委員長へ、活動報告書提出の再依頼。

9/13(金) 迄にお願い致します 

◆委員会報告  

●RAC 委員会(川野委員長)…第 2580 地区 RAC より、

2012-13 年度活動報告が届きましたので ご回覧下

さい 

●50AEX(武田式典委員長)…当クラブ 創立 50 周年記

念例会の集合時間について説明。本日 FAX にて   

ご案内致します 

●環境保全委員会(岩楯委員長)…那覇西 RC より、珊瑚

植え付けプロジェクト CPP のご案内が届きました 

●台北東 RC 委員会(後関委員長)…台北東 RC 創立 50

周年記念例会・祝賀会 参加ツアーについてご案内 

●釣り同好会(後関委員長)…釣り魚を食べる会のご案

内。日程 10/12(土)、時間・場所は決まり次第お知

らせします 

◆本日の卓話  

  「  戦争が出来る国家となった日本  」 

    ～ そして、日本は敗れ去った… ～ 

                 当クラブ会員     白子 英城 君 

ロータリーを実践し みんなに豊かな人生を 

Ｅｎｇａｇｅ Ｒｏｔａｒｙ，Ｃｈａｎｇｅ Ｌｉｖｅｓ 

国際ロータリー会長 ロン．Ｄ．バートン 

         ロータリーの心で日常活動を 

Ｅｖｅｒｙ ａｃｔｉｖｉｔｉｅｓ ｗｉｔｈ Ｒｏｔａｒｙ ｍｉｎｄ 

東京江戸川ロータリークラブ会長 宇田川芳雄 

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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9 月５日(木)銀座フェニックスプラザに於いて、
在京・地区青少年（新世代）奉仕全体会議が開催
されました。吉田ガバナーの挨拶後、牧野地区青
少年奉仕委員長、岡村地区インターアクト委員長、
増田地区ローターアクト委員長、須藤地区青少年
交換委員長から年度計画発表がありました。 
また、全ロータリアンへの次のお願いがありました。 
 
①青少年奉仕に関する卓話 
   の依頼 
②青少年奉仕活動の情報の 
   共有 
③青少年活動の現場への 
   参加 
 
以前から青少年奉仕活動へ力を注いできた、吉田
ガバナーのご挨拶が印象的でした。 
当クラブからは、増田さん、稲山の 2 名が出席致
しました。 

（青少年奉仕委員長 稲山雄一記） 

 

 
東分区会員数 

2013 年 7 月 1 日～9 月 15 日 

クラブ名 7/1 会員数 
9/15 現在       

会員数 
増強数 

東京東 74  75  1  

東京江北 56  57  1  

東京江東 23  22  -1  

東京江戸川 48  51  3  

東京葛飾 37  39  2  

東京城東 50  51  1  

東京向島 41  44  3  

東京東江戸川 33  36  3  

東京葛飾東 25  25  0  

東京足立 30  30  0  

東京ベイ 21  21  0  

東京臨海 34  35  1  

東京江戸川中央 24  26  2  

東京臨海東 26  26  0  

東京葛飾中央 19  21  2  

小計 541  559  18  

10 月予定 

10 月 6 日(日) 姉妹クラブ歓迎屋形船の夕べ 
  18 時出発  屋形船「あみ達」 
 

10 月 7 日(月) 東京江戸川ロータリークラブ 
創立 50 周年記念例会・祝賀会 
  タワーホール船堀 2Ｆ 瑞雲の間 
  15 時 30 分集合（ 写真撮影の為 ） 
  16 時 30 分開会 
 

10 月 10 日(木) 東分区懇親ゴルフ大会 
  千葉 CC 野田コース 
 

10 月 12 日(土) 東京東江戸川ロータリークラブ 
創立 45 周年記念例会・祝賀会 
  タワーホール船堀 2Ｆ 
  15 時 15 分開会 
 

10 月 12 日(土) 釣り魚を食べる会 
  時間・場所：決定次第お知らせします 
 

10 月 21 日(月) 通常例会 
  タワーホール船堀 7Ｆ チャペル 
10 月理事役員会 
  タワーホール船堀 3Ｆ 302 会議室 
 

10 月 28 日(月) 通常例会 
  タワーホール船堀 2Ｆ 蓬莱の間 
 

10 月 30 日(水) 東京臨海ロータリークラブ 
創立 20 周年記念例会・祝賀会 
  東武ﾎﾃﾙﾚﾊﾞﾝﾄ東京 4Ｆ 錦の間 
  16 時 30 分開会 

 
 

 
          
東京東江戸川 RC 須賀様⋯お久しぶりです。お世話

になります 
東京江戸川中央 RC 池田様⋯白子さんの卓話 楽しみ

に来ました 
白子君⋯本日 卓話をさせて頂きます 
松井君、中山君⋯白子さんの卓話 楽しみです 
増田君、横山(巖)君、梅田君⋯2020 年 東京オリン

ピックおめでとう 
岡本君⋯久々の感動をありがとう。アベノミクスの

おかげです 
白子君、荒井君、多賀君⋯2020 年 東京オリンピッ

ク招致おめでとうございます 
武田君、岩楯君⋯水野 PG 2020 年 東京オリンピッ

ク開催決定 おめでとうございます 
佐久間君⋯宇田川会長、先日はお世話になりました 
岩倉君⋯宇田川会長を励ます会に欠礼して 申し訳

ありませんでした 
大野君⋯松井さん 先日はお世話様でした 
田中(吉)君⋯宇田川さん お世話になりました 
青池君⋯横山(巖)さん・多賀さん・松井さん・久保

さん、先週はお世話になりました。ありがとうご
ざいました 

市川君、関口君、森田君⋯ニコニコご苦労様です 

本日合計     41,000 円 

今期累計      669,000 円 


