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[本日の卓話] ８月１１日 
 
 

 創立５１周年 記念例会･祝賀会 
 

（ 夜間 ） 

 

[次回の卓話] ８月２５日 
         
 

 「   全国のインターアクト活動    」 
  

当クラブ会員   稲山雄一 君 

・・・・・・・・・・・・・ 第２３２０回  ２０１４年８月４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 

〇ビジター１名 

矢  島  寛  様（ 東京江北 RC ） 

■出席状況報告（前々回訂正出席率） 

  51名中 41名出席 出席率 87.23％ (7/14…100％) 

■７月のお祝い 

〇会員誕生日・奥様誕生日・出席 100％ 

■誕生日の歌（ スピーチ 市川会員 ） 

■会長報告 

〇柴田会員のご母堂様が８月１日にご逝去され

ました 

〇ロータリーの友８月号に「ロータリー希望の風

奨学金」の記事が掲載されています。ご一読下

さい 

■幹事報告 

〇ロータリーの友８月号をラックへ配布致しま

した 

〇例会終了後、２Ｆ「藤の間」において理事役員

会を開催致します 

〇次週 8/11(月)は 創立５１周年記念例会･祝賀

会です。当日の時間等 詳細につきまして、週

報に掲載しておりますので ご確認下さい。尚、

記念例会 翌週 8/18(月)は、タワーホール船堀 

休館日の為「休会」となりますので ご了承下

さい 

■直前幹事報告 

〇森田直前幹事…前年度 2013～2014 年度の各委

員長へ活動報告書提出の依頼。9月 1日(月)迄

にご提出願います 

■委員会報告 

〇インターアクト委員会(森副委員長)…8/3(日)

ホテル ラングウッドにてインターアクト年次

大会が開催されました。当クラブより６名の会

員が参加しました 

〇台北東ＲＣ委員会(岩楯副委員長)…日台ロータ

リー親善会議より、東京国立博物館で開催の

「台北国立故宮博物館の宝物展」の開催案内が

来ました。どうぞご鑑賞下さい 

〇クラブ奉仕委員会(後関委員長）…９月上旬に、

クラブ奉仕フォーラムの開催を予定しており

ます                         
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本日合計        91,000 円 

今期累計   393,000 円 ■委員会報告 
〇ロータアクト委員会（横山(鉄)委員長）…

8/13(水)にローターアクトの例会を野
村証券で行うことを予定しております。
出席できる方の参加をお待ちしており
ます 

■本日の卓話 
     

「 会員増強について 」 
 

当クラブ会員    

岡本紀雄  君
 

 

 

 

 

日  時：2014 年 8 月 4 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)、 

森、岩倉、金子(栄)、宇田川(直前会長) 

会計監査 久保田、大野   

会場監督 田中(吉)  

Ｒ財団委員長 保土田 

  ［ 記録係：副幹事 伊東 ］ 以上１７名 
 

 ＜協議事項＞ 

１．バーリンゲイム RC 交換留学生にかかわ

る費用の件  

→ 一般会計（ﾊﾞｰﾘﾝｹﾞｲﾑ）で処理 

２．Ｒ財団 2015-16 年度地区補助金プロジ

ェクト申請の件（いわき勿来 RC に対す

る被災地復興支援について） 

 → 申請の承認 

３．ロータリー財団 年次基金 会員ひとり

あたりの寄付額の件  

→ ＄150/人の寄付依頼 

４．米山梅吉記念館 会館修理費寄付の件 

   → \500/人の寄付（\25,500）承認 

５．事務局 夏季休暇の件  

→ 8/13(水)～8/15(金)及び8/18(月)の休暇承認 

＜報告事項＞ 

１．７月収支報告 … 高田会計より 

２．創立５１周年記念例会･祝賀会 進捗状 

況について 

 

 

東京江北 RC 矢島様…西川幹事 一年間のお役
目ご苦労様です。思いっきり楽しんで幹事
役をお努め下さい 

岡本君…卓話で皆様にご協力をお願い致し
ます 

大野君…岡本さん 卓話ご苦労様です 
保土田君…岡本さん 卓話楽しみにしており

ます 
森田君…岡本会員増強委員長 卓話頑張って

下さい 
誕生日祝いを頂いて 市川君/高田君…1940

年 8 月 21 日生まれで満７０歳とプラスア
ルファー。この年になっても色気と食い気
を失わず頑張るつもりです/横山(鉄)君…
45 才になります。今後共 皆様ご指導の程、
どうぞ宜しくお願い致します 

奥様誕生日祝いを頂いて 市川君・川野君…
ありがとうございました/小林君…お花あ
りがとうございます。今日帰宅して喜ぶ顔
を見るのが楽しみです。今日は早く帰宅し
ます 

出席 100％祝いを頂いて 大澤君…病気にな
らず５０回/長尾君・久保田君・山本(和)君
…ありがとうございました/岡本君…67 才
－31＝36 年間お世話になっております/ 
久保君…皆様のおかげで 4回目を頂く事が
出来ました。感謝申し上げます/横山(鉄)
君…引き続きお役に立てる様しっかりと
やって参ります。どうぞ宜しくお願い致し
ます/伊東君…初年度出席 100％でした 

山本(和)君…来週 51 周年記念例会です。担
当の皆様、宜しくお願い致します 

田中(伴)君…稲山地区 IAC 委員長・森 IAC 副
委員長、昨日のインターアクト年次大会で
はお疲れ様でした 

森君…第 51 回インターアクト年次大会に際
し、参加・御協力頂き ありがとうございま
した 

大野君…関口ｾ･ｿｳﾙ委員長、屋形船欠席申し
訳ございません 

増田君…東京クラブ ローターアクトの例会
に出席し、参考になりました 

飯田君…暑中お見舞い申し上げます 
横山(巖)君…お暑うございます 
梅田君…山本(和)会長・西川幹事、大変お世

話になります 
保土田君、西川君、久保君、小林君、川野君、

伊東君…森田さん 写真ありがとうござい
ました 

菅谷君…久米さん ありがとうございました。
孫たち大喜び！ 

久保君…森さん 色々お世話になります 
須賀君、荒井君、関口君、西川君…ニコニコ

頑張って下さい 


