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[本日の卓話] ３月９日 
 

「  糖尿病よもやま話   」 
 

天理よろづ相談所病院  
内分泌内科 臨床検査部 医員  古家 美幸 様 

 
（ 紹介者：当クラブ会員 中山直幹 君 ） 

 

[次回の卓話] ３月１６日         
 

希望の風「 友愛の実践  」 
 

上野操パストガバナー 
  

（ 紹介者：当クラブ会員 須賀雅文 君 ） 
 

・・・・・・・・・・・・・ 第２３４１回  ２０１５年３月２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 2名 

関 口 武 史 様（東京青年会議所 江戸川区委員会 委員長） 

原 野 大 輝 様（東京青年会議所 江戸川区委員会 副委員長） 

〇ゲスト 2名 

瓦 村 眞 一 様（ 横山(鉄)会員ゲスト ) 

大 野   平  様（ 横山(巖)会員ゲスト ) 

■出席状況報告（前々回訂正出席率） 

  51名中 42名出席 出席率 89.36％(2/9…100％) 
■３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  山本(昌)会員 ） 

■会長報告 

〇訃報 パストガバナー玉村文夫様が2/10ご逝去さ

れました 

〇地区大会の｢お礼状｣と｢会員増強・拡大賞 表彰

状｣が届きました 

〇東京青年会議所 江戸川区委員会より、わんぱく

相撲協賛のお願い 

〇2/21(土)～22(日)に伊東会員ご母堂の葬儀が行わ

れました。 

～ 伊東会員より、葬儀手伝い・参列のお礼 ～ 

■幹事報告 

〇ロータリーの友・ガバナー月信 3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 

〇3月のロータリーレートは、1ドル 118円です 

■委員会報告 

〇国際奉仕委員会(菅谷委員長)…①姉妹地区である

台湾・第 3480地区の地区大会のお知らせが来まし

た。参加希望の方は、菅谷までご連絡下さい      

②バーリンゲイムRCの小林さんが交換留学生の件

で来日します。3/21(土)に打合せ会を行います 

■本日の卓話 
 

「 今後の経済の見通しについて」 

 

当クラブ会員   横山鉄生  君  

Weekly Report 

Ｌｉｇｈｔ Ｕｐ Ｒｏｔａｒｙ
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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：2015 年 3 月 2 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、西川、 

菅谷、岩倉、金子(栄)、飯田、 

田中(伴) 

会計監査 大野  会場監督 田中(吉) 

親睦活動委員長 岩楯 

［ 記録係：副幹事 伊東、柴田 ］以上 13 名 

 

 わんぱく相撲協賛の件  

〇昨年同様 30,000 円の協賛をする 

 親睦旅行予算案の件  

〇親睦活動、職業奉仕、会場監督の各委員

会協賛とし、参加会員の自己負担金は

35,000 円を目安とする 

 その他 

〇大澤会員が本年百寿を迎えられるに当

たり、記念例会を行うこととする。   

日時は、5 月 27 日(水)の誕生日前の  

例会日を念頭に、詳細については今後

検討する 
 

 2 月収支報告 … 西川幹事より 

 忘年家族会の決算報告… 西川幹事より 

〇最終の決算報告がなされた 

 

～ お知らせ ～ 

 

 

 

 

  
小林君…大野平さん ようこそいらっしゃい

ました。宜しくお願い致します 

西川君…横山(鉄)さん、今日の卓話宜しくお
願い致します 

誕生日祝いを頂いて  石上君…3/20(金)で 80
才の傘寿を向かえます。これからの余生を
楽しみながら、特に健康に気を付け一日一
日を大切に送りたいと思っています／  
長尾君、岩倉君、後関君、中山君…誕生日
祝いを頂きありがとうございます／山本
(昌)君…若手と言われながらも 45 才とな
りました 

奥様誕生日祝いを頂いて  田中(伴)君…いつ
もきれいなお花をありがとうございます 

結婚記念日祝いを頂いて  飯田君…お陰で続
いております／横山(巖)君…48 年になり
ました／関口君…35 年も経ちました／田
中(吉)君…お祝いを頂きありがとうござ
います 

出席 100％祝いを頂いて 大野君、市川君、金
子(栄)君、後関君…お祝いを頂きありがと
うございます／山下君…元気のうちは頑
張ります 

西川君、川野君…地区大会ご参加の皆様あり
がとうございました 

山本(和)君…今月はセ・ソウル RC への訪問で
す。参加者の皆様 宜しくお願い致します 

増田君…ローターアクト年次大会 ご協力あ
りがとうございます 

久保田君、横山(巖)君、武田君、荒井君、森田
君、田中(伴)君、山本(昌)君、田中(吉)君
…次年度顔合わせ会では須賀さんに大変
お世話になりありがとうございました 

柴田君…有田では大変お世話になりました。
２次会も小林さん・川野さん ありがとう
ございました 

田中(伴)君…荒井さん・多賀さん お世話にな
りありがとうございました 

小林君…須賀さん・柴田さん・川野さん 先日
は大変お世話になり ありがとうございま
した 

川野君…柴田さん 先日は大変お世話になり 
ありがとうございました。 
久保さん・小林さん 先日は大変お世話に
なり ありがとうございました 

飯田君、岩倉君…山下さん 先日は大変お世話
になり ありがとうございました 

荒井君…第 3 回ゴルフ会で皆さんのお陰で優
勝させて頂きました 

関口君…荒井さん 優勝おめでとうございま
す 

芦﨑君…関口さん・多賀さん 先日のゴルフお
世話になりありがとうございました 

小林君…田中(伴)さん 写真ありがとうござ

います。 

2/24 の読売新聞夕刊に荒井さんの写真が

載っていました 
岡本君、関口君…ニコニコご苦労様です 

本日合計        95,000 円 

今期累計   1,907,496 円 


