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[本日の卓話] ９月８日 
 
 

「   各種同好会報告   」 
  

釣り同好会､ゴルフ同好会､健康管理委員会 

 

[次回の卓話] ９月２２日 
         
 

「   改正相続税について   」 
  

当クラブ会員   久保田光信 君 

・・・・・・・・・・・・・ 第２３２３回  ２０１４年９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 
〇ご来賓１名 
髙橋 亮 様 

（Ｒ財団 2014～2015年度地区補助金奨学生） 
〇ビジター1名 
渡辺 恵太郎 様（ 東京江戸川中央 RC ） 

■出席状況報告（前々回訂正出席率） 
  51名中 39名出席 出席率 82.97％ (8/11…100％) 

■９月のお祝い 
〇誕生日・奥様誕生日・結婚記念日・出席 100％ 
■誕生日の歌（ スピーチ 須賀会員 ） 

■会長報告 
〇長尾会員が昨日 8/31(日)飯田橋の東京新宿メ

ディカルセンター（旧厚生年金病院)を退院さ
れました 

■幹事報告 
〇ロータリーの友・ガバナー月信 9 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 
〇バギオだより第 44 号が届きました。各テーブ

ルにてご回覧下さい 

■直前幹事報告 
〇森田直前幹事…前年度 2013～2014 年度 各委

員会 活動報告書提出のお願い。未提出の委員
長は、早急にご提出下さい 

■委員会報告 
〇いわき勿来 RC委員会(森田委員長)…「福島にこ

らんしょ！」プロジェクト、友愛スポットでの
特別サービス内容が記載されたパンフレット
が届きましたので、ラックへ配布致しました。
福島訪問の参考資料として是非お役立てくだ
さい 

〇IAC 委員会(久保委員長)…関東第一高等学校 
文化祭のバザー品 寄贈のお願い。9/18(金)迄
に各責任者へお預け下さい 

〇クラブ奉仕委員会(後関委員長)…クラブ奉仕フ
ォーラム参加お願い。9/22(月)例会終了後｢松･
桜の間｣で開催致しますので多数のご参加をお
願い致します 

〇職業奉仕委員会(飯田委員長)…入会５年未満の
会員を対象とした職業奉仕セミナーが、本日
9/1(月)東武ホテルレバント東京で行われま
す。また、10/27(月)に保土田パスト会長がカ
ウンセラーとなって職業奉仕セミナーを行います 

〇台北東 RC委員会(多賀委員長)…台北東 RC創立
51 周年記念式典への参加を重ねてお願い致し
ます                        
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本日合計       67,000 円 

今期累計   635,000 円 

 
■委員会報告 

〇プログラム委員会 (山本 (昌 )委員長 )…

2014 年(平成 26 年)6 月 16 日(月)例会時

の大澤会員 卓話を CD に録音しましたの

で、ご希望の方に CD をお渡し致します 

〇Ｒ財団委員会(保土田委員長)…Ｒ財団奨

学生の高橋亮さんを紹介します。1 年間の

イギリス留学に向け、9/28(日)出発予定

です。9/16(火)に｢壮行会｣を行いますの

で、皆様のご参加をお待ちしております 

〇釣り同好会 (後関委員長 )… 9/21(日 )の

｢釣った魚を食べる会｣に奮ってご参加下

さい。関口会員のお宅で開催します 

■本日の卓話 
 

「 青少年奉仕について 」 
 

地区青少年奉仕委員長   

8髙橋映治 様 
 

（ 紹介者：当クラブ会員  田中伴司 君 ） 
 

 

 

 

 

日  時：2014 年 9 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 山本(和)、須賀、後関、 

西川、飯田、菅谷、田中(伴)、森、 
岩倉、金子(栄)、会計監査 大野   

  ［ 記録係：副幹事 伊東 ］ 以上１２名 
 
＜協議事項＞ 

１．ＲＥ－５今年度実施事項の件 
 
① ローターアクトと共に江戸川区民まつ

りへの参画の件 → 承認 

② ロータリー希望の風奨学金の寄付を会

員に依頼する → 承認 

③ ロータリーデーの一環としての「魚を食

べる会」にＲＥ-５の三役及びその知り

合いに参加してもらう → 承認 

④ 江戸川５クラブ退会者の再入会には、新

会員の入会ルールに従う → 承認 
 
２．職業分類開放の件 

Ｒ－１不動産業 マンション管理→ 承認 
 

３．高橋亮君 留学前の壮行会 [9/16(火)]

の案内を出す → 承認 
 

＜報告事項＞ 

１．８月収支報告 … 西川幹事より 

 

 

 

 

 

 
 

田中(伴)君…本日の卓話者 地区青少年奉仕

委員長 髙橋映治さんを宜しくお願い致し

ます 

松井君…髙橋委員長 卓話楽しみに聞かせて

頂きます 

保土田君…ロータリー財団地区補助金奨学

生 髙橋亮君を宜しくお願い致します 

誕生日祝いを頂いて 須賀君…9/14(日)に還

暦をむかえます/田中(吉)君…56 才の誕生

日を、昨日家族に囲まれて祝って貰い大変

嬉しかったです 

奥様誕生日祝いを頂いて 保土田君、後関君、

須賀君/岩倉君…いつもサポートしてくれ

てありがとう/菅谷君…感謝 

結婚記念日祝いを頂いて 大野君…ありがと

うございます。お陰様で今年も迎えること

が出来ました。感謝 感謝/山本(昌)君…結

婚 15 年になりました 

出席 100％祝いを頂いて 保土田君、松井君 

飯田君…本日午後開催されます｢地区職業奉

仕セミナー｣に参加の皆様、何卒宜しくお

願い申し上げます 

山本(和)君…横山(鉄)さん、区民まつりでロ

ーターアクトの皆さんにお世話を掛けま

すが宜しくお願い致します 

多賀君…台北の姉妹クラブ参加者が少ない

ので、ご協力宜しくお願い致します 

増田君…山下さんに大変お世話になりました 

川野君…稲山さん 先日はお世話になりまし

た。ありがとうございました 

市川君、岡本君、関口君、西川君…ニコニコ

ご苦労様です 

横山(巖)君、森田君…ニコニコ頑張れ 

伊東君…ニコニコ目標達成に協力お願いし

ます 

小林君…ニコニコに御協力ありがとうござ

います 


