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[本日の卓話] ７月１４日 
 
 

 「   ロ ー タ リ ー と私    」 

 
 

 

[次回の卓話] ７月２８日 
         
 

「   ガバナー講 評    」 

・・・・・・・・・・・・・ 第２３１７回  ２０１４年７月７日  例会報告 ・・・・・・・・・・・・・ 
 

■新旧引継式 

〇宇田川前会長から、山本新会長へ 認証状伝達・

木槌引渡 

〇荒井前副会長から、後関新副会長に引継 

〇森田前幹事から、西川新幹事に引継 

〇直前三役に記念品贈呈 

■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 

〇ご来賓５名 

小 野 勇 二 様（ 東京東江戸川 RC会長 ） 

岡 村 利 之 様（ 東京東江戸川 RC幹事 ） 

山 田 晃 久 様（ 東京臨海 RC会長 ） 

棚 橋 公 夫 様（ 東京臨海 RC副会長 ） 

入 澤 昭 彦 様（ 東京臨海 RC幹事 ） 

■出席状況報告（前々回訂正出席率） 

  51名中 47名出席  出席率 95.92％(6/23…100％) 

■乾杯 … 久米元会長 

■会長報告 

〇新理事・役員の紹介 

〇新地区委員の紹介と鈴木孝雄ガバナーよりの

委嘱状の伝達 

■7月のお祝い 

〇会員誕生日・奥様誕生日、結婚記念日 

■誕生日の歌（ スピーチ … 梅田会員 ） 

■幹事報告 

〇当クラブ・子クラブ東京東江戸川 RCと東京臨海

RCの会員名簿、ガバナー月信、ロータリーの友

を、ラックへ配布しました 

〇例会終了後「藤の間」にて 2014-15年度 理事・

役員会を開催致します 

〇今年度 上期クラブ会費及び忘年家族会費の請

求書を郵送させて頂きますので、今月末日迄に

ご納入下さい 

〇次週 7/14(月)部屋変更のお知らせ。第 3回クラ

ブ協議会→「蓬莱の間」、例会「平安の間」に

変更となります 

■委員会報告 

〇いわき勿来 RC委員会(森田委員長)…第 2530地

区が前年度に引き続き「福島にこらんしょ！」

プロジェクトを行います。各テーブルにチラシ

を配布しましたのでお目通し頂き、福島訪問を

ご検討願います               
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東京江戸川ロータリークラブ 

えどがわ百景 一之江抹香亭 



                                

 

 

 

 

 

日  時：2014 年 7 月 7 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 山本(和)、須賀、後関、

西川、高田、飯田、菅谷、田中(伴)、

岩倉、金子(栄)、会 計 監 査 久保田、

大野  会場監督 田中(吉)   

        ［ 記録係：副幹事 柴田、伊東 ］ 

以上１５名 

 ＜協議事項＞ 

１. 理事役員会決済メンバー確認の件  

→ [承認] 

２. 新年度開始会員数(51 名)確認の件  

→ [承認] 

３. 出席規定免除(16 名)確認の件 → [承認] 

４. 梅田会員 出席免除申請の件  → [承認] 

５. 2014～2015 年度予算の件     → [承認] 

来年度のﾊﾞｰﾘﾝｹﾞｲﾑ交換留学については、

今後 関係役員・委員長の話し合いの上、

補正予算等を含めて検討する。 

６. 本年度の入会金の取り扱いの件→  [承認] 

一般会計の「臨時収入」とする。 

７. 「第 37 回江戸川区民まつり」協賛の件 

→ [承認] 例年通り協賛する 

８. 子クラブ 東京臨海 RC への週報配布の件 

→ [承認] 

９. 2014～2015 年度 指名委員選任の件 

→ [承認] 

宇田川議長、武田、松井、梅田、岩倉、

横山(巌)、石上、大野、佐久間、増田、

久米、山本現会長、須賀会長エレクトの

以上１３名 

 

10.ＲＩ会長の提案事項ロータリーデーの遂 

行の件。 

「魚を食べる会」等のイベント開催。後関釣

り同好会委員長と共に検討。 

11.ロータリー希望の風奨学金の対応の件。 

東日本大震災を風化しないよう、個人献金

を中心に考える。三役で今後検討する。 

＜報告事項＞ 

１. 忘年家族会について 

12 月 12 日(金)ホテルニューオータニで 

開催し、会費は会員１人当たり 55,000 円

(奥様会費含む)とする。 

２. 第 3 回クラブ協議会 7 月 14 日(月)  

カウンセラー：伊藤ガバナー補佐、 

第 4 回クラブ協議会 7 月 28 日(月) 

鈴木孝雄ガバナーによる公式訪問が開催

されます。 

３. 2014-15 年度 地区補助金奨学生カウンセ

ラーについて。  

奨学生：髙橋亮さん 

ｶｳﾝｾﾗｰ：保土田会員 

 

 

 

 



                                

本日合計      146,000 円 

今期累計   146,000 円 

■来賓祝辞 
〇東京東江戸川 RC 会長  小野勇二 様 
〇東京臨海 RC 会長      山田晃久 様 
■激励の言葉 
 
〇大澤元会長 
 
 
 
 
 
■本日の卓話 
 
〇「 三役就任挨拶 」 
                    
  
 
 
 
 
 
 

会長 山本和夫   副会長 後関和之  幹事 西川昭雄 
 
〇「 五大奉仕委員長 年間活動予定 」 

クラブ奉仕委員長  後関和之 
職業奉仕委員長    飯田弘 
社会奉仕委員長    森清正 
国際奉仕委員長    菅谷政樹 
青少年奉仕委員長  田中伴司

 

東京東江戸川 RC 小野会長・岡村幹事…初例
会おめでとうございます。今年度も宜しく
お願いします 

東京臨海 RC 山田会長…山本会長おめでとう
ございます。江戸川 RC の皆様一年間宜し
くお願いします 

東京臨海 RC 棚橋副会長…本年度も宜しくお
願い致します 

東京臨海 RC 入澤幹事…本日は初例会おめで
とうございます 

東京臨海 RC よりお祝いとして頂きました 
山本(和)君…本年度一年間 会長職を務めさ

せて頂きます。皆様宜しくお願い致します 
後関君…一年間お世話になります 
西川君…本年一年間、会の為に尽力するつも

りでおります。ご協力宜しくお願い致しま
す 

大澤君…山本会長 御出発ご苦労様 
久米君…新執行部の健闘を祈る 
増田君、大野君、保土田君、上野君、岡本君、

市川君、横山(巖)君、松井君、須賀君、山
本(昌)君、田中(吉)君、小林君…山本会長
年度 初例会おめでとうございます 

久保田君、山下君、武田君、荒井君…山本会
長・西川幹事 一年間頑張って下さい 

飯田君…山本会長の船出をお祝いして 
白子君…山本会長・西川幹事 大いに楽しん

で下さい 
岩倉君…山本丸の船出おめでとうございま

す。一年間お世話になります。記憶に残る
奉仕活動を期待します 

梅田君…山本会長年度が幸多かれと願って
います 

金子(栄)君…今年度もお世話になります 
金子(正)君、芦﨑君…山本会長・後関副会長・

西川幹事 一年間宜しくお願いします 
中山君…初例会おめでとうございます。今年

度もロータリーライフを楽しみましょう 
高田君…本年度から会計となりました。お役

に立つかどうかわかりませんが、宜しくお
願い致します 

田中(伴)君…山本会長・西川幹事 一年間ご
指導 宜しくお願い致します 

川野君…山本会長・後関副会長・西川幹事を
はじめ皆様、今年度も宜しくお願いします 

柴田君…今年一年 親睦委員・副幹事を拝命
しました。山本会長・西川幹事の邪魔にな
らないように努力したいと思います。ご指
導お願い致します 

伊東君…新年度の当会が益々発展する様 願
っています 

佐久間君…誕生日祝いを頂き ありがとうご
ざいました 

森田君…多賀さん ありがとうございました 
多賀君…台湾は 36 度と暑かったが、11 月の

下見してきました 
菅谷君…久保田さん ありがとうございます 
久保さん…小林さん お世話になりました。

今後共 宜しくお願いします 
小林君…今年もニコニコ宜しくお願い致し

ます 
大野君…今年はニコニコ BOX 係りです。一年

間 宜しくお願い致します 
後関君…大野さんがここにいたのでは、素通

り出来ません 
横山(巖)君…小林ニコニコ委員長 頑張って 
関口君…ニコニコご苦労様です 
多賀君、芦﨑君…小林さん ニコニコ委員長

一年間頑張って下さい 
森君…一年の始まりです。ニコニコ頑張って

下さい 



 


