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[本日の卓話] 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 ） 

 

[次回の卓話] １１月１０日 
         

「 ロータリー財団について 」 
 

地区資金推進委員長  田村純治 様 

（ 紹介者：当クラブ会員  保土田守彦 君 ） 

・・・・・・・・・・・・・ 第２３２８回  ２０１４年１０月２０日  例会報告 ・・・・・・・・・・・・・ 
 

■点鐘・ロータリーソング・今月の歌 

「 我等の生業 」「 紅葉 」 

■来客紹介 

〇ご来賓 2名 ＊姉妹クラブより  

陳   信 光  様（ 台北東ＲＣ ） 

小 林   誠  様（ バーリンゲイムＲＣ ） 

〇ビジター1名 

伊 藤 晴 祥 様（(新潟)雪国魚沼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 86.95％ (9/29…100％) 

■会長報告 

〇横山巖会員へ、米山功労者 第 6回 マルチプル感

謝状の贈呈 

〇次年度にバーリンゲイム RC より交換留学生を受

け入れ、次々年度に交換留学生を送り出します。

これに関し、送り出し側のバーリンゲイム RC の

小林氏より具体的プログラムの進捗状況の説明が

ありました。また、山本(昌)バーリンゲイム委員

長より、留学生の受入家庭募集のアンケートをお

願いする旨の説明がありました 

〇本年の忘年家族会は、12/12(金) ホテルニューオ

ータニで開催致します。これに伴う｢忘年家族会

のご案内｣を 11/11(火)に FAX しますので、速や

かなご返信をお願い致します 

■幹事報告 
〇いわき勿来 RCより、週報が届きましたので、ご回
覧下さい 

〇東京浅草 RCより、創立 50周年記念誌が届きまし
たので、ご回覧下さい 

■委員会報告 
〇RAC 委員会(横山(鉄)委員長)…①RAC の例会を
10/22(水)に野村証券で行います ②東京東江戸川
RC 主催｢ポリオのない世界を｣の公開講座が
11/29(土)愛国学園で開催されます。ペットボトル
のエコキャップ回収活動も実施される為、当クラ
ブも協力したいと思います。回収にご協力お願い
致します 

〇社会奉仕委員会(森委員長)…10/12(日)江戸川区

民まつりに RE-5 で参加し、｢ロータリークラブっ

て何？｣をテーマに、地元の人々にロータリー活動

を紹介してきました               

〇米山奨学委員会(横山(巖)委員長)…岡本、市川、

飯田、荒井、関口、小林各氏より特別寄付を頂き

ました。皆様のご寄付も宜しくお願い致します 

〇ゴルフ同好会(関口委員長)…地区懇親ゴルフ決勝

大会 東分区代表 参加クラブが、東京東 RC・東京

葛飾 RC・東京向島 RC に決定致しました。台風に

よる大会延期の為、分区内の予選を行うことが出

来ず、残念ながら我がクラブは選に漏れました  
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本日合計       81,386 円 

今期累計   934,386 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10/12(日)開催の江戸川区民まつりに、 

RE-5(15 名程)とローターアクト(9 名程)の 

メンバーで初めて参加しました。 

お祭り当日は大型台風直撃の可能性もありま

したが、天候は曇り時々晴れ。参加メンバー

の日頃の行いと同じく、大変良い日に恵まれ

ました。 

当日は、朝 7 時頃から準備、9 時展示ブース開

催、午後 3 時半頃お開き、という流れでした。 

 

 

 

 

 

 

 

ブースでは「ロータリークラブって何？」の

大看板のもと、今年度は「若者の育成に積極

的に行動しているクラブ」であることを知っ

てもらえる内容の写真パネル展示、DVD映像、

パンフ配布などを行いました。 

また、風船を配り、同時にロータリーを知っ

ていますか？という内容のアンケートの回収

も行いました。そこで、風船がこんなにも人々

に人気があること(一時、風船待ちの長蛇の列

ができました！)、アンケートの回答ではロー

タリークラブを知らない人が意外と多いこと、

にはちょっとした新たな気付き、驚きを感じ

ました。 

等々、様々感じた 1 日でしたが、大変多くの

人々が参加したこのお祭りに、初めて RE-5 と

RAC と共同で参加し、ロータリークラブを少

しでも多くの方に知ってもらえる良い機会に

なったと思います。 

そして、メンバーの方々との交流もあり、   

大変有意義で楽しい 1 日でありました。 

（ ローターアクト委員長 横山鉄生 記 ） 

■本日の卓話  

「 人口でみる江戸川区 」 

当クラブ会員  芦﨑哲雄 君 

 

 

 

バーリンゲイム RC 小林様…新たなプログラム

を充実してクラブの活動を現実化していき

たく、ご協力お願い致します 

(新潟)雪国魚沼 RC 伊藤様…本日はお世話に

なります。何卒宜しくお願い致します 

地区職業奉仕委員長 鈴木様…卓話をさせて頂

いて 

中山君、小林君…芦﨑さんの卓話 楽しみです 

誕生日祝いを頂いて 小久保君 

奥様誕生日祝いを頂いて 佐久間君 

結婚記念日祝いを頂いて 小久保君・宇田川君・

保土田君・上野君・白子君・松井君 

出席 100％祝いを頂いて 荒井君…お陰様で満

13 年が経ちました 

増田君、荒井君…バーリンゲイム RC 小林さん・

台北東 RC陳さん ようこそいらっしゃいました 

保土田君…バーリンゲイム RC小林さん ようこ

そいらっしゃいました。子供が以前 大変お

世話になりました 

松井君、山本(昌)君、菅谷君…バーリンゲイム

RC 小林さん ようこそいらっしゃいました。

訪問を歓迎致します 

西川君…陳信光さん・小林誠さん・伊藤晴祥さ

ん ようこそ いらっしゃいませ 

長尾君…伊藤晴祥さん ようこそいらっしゃい

ました。伊藤さんは元会員 伊藤太一さんの

御令息です。現在、国立国際大学教授をなさ

れています。独身だそうです 

横山(巖)君…米山にご協力をお願いします 

岡本君…久しぶり東江戸川 RCを訪問しました。

古き良き時代の江戸川 RC の印象でした 

梅田君…天候も大変良くなりアウトドアスポ

ーツを楽しみましょう 

山本(和)君…後関さん・西川さん・稲山さん・

田中(伴)さん・横山(鉄)さん、江戸川区民ま

つりご苦労様でした 

芦﨑君…山本(昌)さん 此度は色々とご面倒を

お掛けしてすみませんでした。ありがとうご

ざいます 

川野君…柴田さん 先日は大変お世話になりま

した。ありがとうございました 

関口君…ニコニコご苦労様です 

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 

区民まつり参加報告 


