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[本日の卓話] １０月２０日 
 

「 人口でみる江戸川区 」 
 
 

当クラブ会員  芦﨑哲雄 君 

 

[次回の卓話] １０月２７日 
         
「ロータリー米山記念奨学事業」について 

 
地区米山奨学副委員長  嶋村文男 様 

（ 紹介者：当クラブ会員  横山巖 君 ） 

・・・・・・・・・・・・・ 第２３２７回  ２０１４年１０月６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 

〇ゲストスピーカー1名 

鈴木 冨士雄 様（ 地区職業奉仕委員長  

東京東江戸川 RC ） 

〇ご来賓 1名 

布 目 勝 也 様（ 地区職業奉仕委員   

東京武蔵野中央 RC ） 

〇ビジター1名 

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 32名出席 出席率 76.19％ (9/22…100％) 

■１０月のお祝い 

〇奥様誕生日・結婚記念日・出席 100％ 

■結婚記念日のスピーチ … 横山(鉄)会員  

■会長報告 

〇10/12(日)の江戸川区民まつりに RE-5 で出店致

します。皆様のご来場をお待ちしております 

〇広島豪雨災害義援金について、ガバナー事務所よ

り｢ご報告とお礼｣のお知らせがありました。総額

350万円の義援金が集まり、第 2710地区へ送金さ

れました 

■幹事報告 

〇ロータリーの友・ガバナー月信 10 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 

■委員会報告 

〇IAC 委員会(久保委員長)…関東第一高等学校 IAC

顧問 桑原先生より、文化祭バザー品 寄贈のお礼

状が届きましたのでラックへ配布致しました 

〇RAC委員会(横山(鉄)委員長)…10/8(水)PM8：00よ

り、RAC の例会が野村証券で開催されます。ロー

タリアンのご参加をお待ちしております 

〇台北東 RC 委員会(多賀委員長)…11/7(金)～

11/9(日)の台湾訪問には、18名の参加申込があり

ました。参加費用を次回の例会時にご持参下さい 

〇米山奨学委員会(横山(巖)委員長)…今月は米山記

念奨学月間です。普通寄付は会費から頂きました。

特別寄付も皆さんご協力 宜しくお願いします。 

横山からマルチ６回目寄付致します   

Weekly Report 

Ｌｉｇｈｔ Ｕｐ Ｒｏｔａｒｙ

Ｂｅ ｐｒｏａｃｔｉｖｅ ａｎｄ move ｆｏｒｗａｒｄ

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 



                                

本日合計       55,000 円 

今期累計   853,000 円 

 

 

 

 

日  時：2014 年 10 月 6 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、森、菅谷、 

田中(伴)、岩倉、金子(栄)、 

会計監査 大野 親睦活動委員長 岩楯 

［ 記録係：副幹事 柴田・伊東 ］以上 15 名 
 

＜協議事項＞ 

１. 忘年家族会の件→承認 

〇来賓について…来賓の伴侶もお誘いする 

〇ゲスト参加費について…全体予算を勘

案し見直し検討する 

２. 江戸川区民まつり参加運営費の件→承認 

〇RE-5 各クラブ２万円づつを運営費とし

て拠出する 

３. 東北すくすくプロジェクト協賛の件 

〇東京 RC 主催のプロジェクトであるが、

本年度の協賛は行わない→承認 

４. 留学生受け入れについてのアンケート調

査を行う→承認 

 

＜報告事項＞ 

１. ９月収支報告 … 高田会計より 

２. 東分区ＩＭ人頭分担金支払いについて 

〇＠1 万円×51 名分＝51 万円を、分区諸

会費より 9 月中に支払いました 

３. 忘年家族会の詳細について 

〇開催日：１２月１２日(金) 

〇時 間：１７時３０分開会 

〇場 所：ホテルニューオータニ 

本館アーケード階 

「おり鶴 麗の間」 

〇会員及び来賓へご案内を出す 

４. 江戸川区民まつり … 内容報告 

５. 家庭集会開催について 

 

■委員会報告

〇Ｒ情報委員会 (中山副委員長 )…本年度第 

１回の家庭集会が、 10/30(木 ) ･ 31(金 ) ･

11/4(火 )･5(水 )に行われます。テーマは 

｢クラブ奉仕について自由討議｣とします 

〇ゴルフ同好会(関口委員長)…本日予定され

ていた東分区ゴルフ大会は、台風の為中止

となりました。改めて 12/15(月)に行われ

ることが決まりました 

 

 
 
東京東江戸川 RC 須賀様…お世話になります 
地区職業奉仕委員長 鈴木様…本日の卓話よろ

しくお願いします。大澤大先輩、上野さん始
めさまざまの方に、常日頃大変お世話になっ
ております。また宇多さんには両親がお世話
になっております。本日は飯田さんありがと
うございます。梅田さんとは 同期、今日も
お世話になります 

東京武蔵野中央 RC 布目様…鈴木地区職業奉仕
委員長の随行で参りました。宜しくお願い致
します 

飯田君…本日の卓話者、国際ロータリー第 2580

地区職業奉仕委員長 鈴木冨士雄様にお願い

しました。有意義なお話をして頂けますので

ご期待下さい 

横山(巖)君…鈴木冨士雄さん、職業奉仕の 卓

話ありがとうございます 

岩倉君…鈴木冨士雄さんの卓話楽しみです 

川野君…鈴木冨士雄地区職業奉仕委員長、本日

の卓話楽しみにしています 

奥様誕生日祝いを頂いて 増田君/梅田君…二

人でゴルフ＆カラオケを楽しんでいます/金

子(栄)君…お陰様で女房も 81 才、元気で過

ごさせて頂いて居ります 
結婚記念日祝いを頂いて 西川君…結婚して 36

年になります。これからもこの幸せを続けて
いきたいと思っております/横山(鉄)君…皆
様いつもありがとうございます。今後共どう
ぞ宜しくお願い致します 

出席 100％祝いを頂いて 木本君 

山本(和)君…本日は台風の中、多数のご出席ご

苦労様です 

金子(正)君…岡本さん いつもありがとうござ

います 

多賀君…後関さん ありがとうございました 

伊東君…柴田さん 先週はお世話になりありが

とうございました。孫の初宮詣りをしました 

関口君、森君…ニコニコご苦労様です 

田中(伴)君、木本君…ニコニコ頑張って下さい 

小林君…いつもニコニコにご協力頂きまして 

ありがとうございます 

 

■本日の卓話  

「 奉仕の心とその実践 」 

 

地区職業奉仕委員長   

鈴木冨士雄 様 

（ 紹介者：当クラブ会員  飯田 弘 君 ） 


