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[本日の卓話] ４月６日 

新・不動産有効活用のご提案  

収納ビジネス「  ハローストレージ  」 
 

エリアリンク株式会社 取締役  
ストレージ出店本部長兼神奈川オフィス長  若杉昌平 様 

（ 紹介者：当クラブ会員 川野克博 君 ） 

 

[次回の卓話] ４月１３日         

 

「  知っておきたい心臓のはなし  」 
 

葛西昌医会病院  
循環器センター長  朝倉 靖 様 

（ 紹介者：当クラブ会員  森清正 君 ） 

・・・・・・・・・・・・・ 第２３４５回  ２０１５年３月３０日  例会報告 ・・・・・・・・・・・・・ 
 

■点鐘・ロータリーソング 

「 日も風も星も 」「 四つのテスト 」 

■来客紹介 

〇ゲストスピーカー1名 

  北 原 正 義 様 

（警視庁小松川警察署  

生活安全課長） 

〇ゲスト 2名 

戸  田  学 様 

（警視庁小松川警察署  

生活安全課） 

大  野   平 様（ 横山会員ゲスト ） 

■出席状況報告（前々回訂正出席率） 

  50名中 41名出席 出席率 95.35％(3/16…100％) 

■会長報告 

〇岩倉会員へ、2015年度 米山奨学生 カウンセラー

委嘱状の伝達 

〇セ･ソウルＲＣ創立 47 周年記念例会出席報告。   

詳しくは、セ･ソウル RC 担当 関口委員長より   

報告致します 

■幹事報告 

〇4月のロータリーレートは、1ドル 118円です 

■委員会報告 

〇セ・ソウルＲＣ委員会(関口委員長）…3/25(水)～

3/27(金)セ・ソウルＲＣの記念例会に１４名で   

出席して参りました 

〇青少年奉仕委員会(田中(伴)委員長)…①3/28(土)

ここタワーホール船堀で開催された RAC 地区年次

大会に参加致しました。参加及び登録頂いた会員

の皆様ありがとうございました ②バーリンゲイム

RCの小林さんのご息女が日本に留学されており、

東京ワセダ RAC に入会予定であります。そこで    

この年次大会に一緒に参加してもらいました 

〇クラブ基金委員会(松井委員長)…久保会員より 

クラブ基金へご協力頂きました 

〇ゴルフ同好会(関口委員長)…4/9(木)いわき勿来

RCと親睦ゴルフコンペを行います 

■本日の卓話 

「 ストーカー規制法とストーカー被害の事例 」 

警視庁小松川警察署 生活安全課長  北原正義 様 

（ 紹介者：当クラブ会員 田中吉嗣 君 ） 

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 



                                

2015-16 年度（次年度） 

第３回被選理事役員会報告 
 

日  時：2015 年 3 月 30 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 須賀、荒井、森田、 

田中(伴)、多賀､久保、武田、横山(巖)、 

山本(和)、会場監督 柴田 

親睦活動委員長 田中(吉) 

［ 記録係：副幹事 芦﨑 ］以上 12 名 
 

 2015-16 年度国際ロータリー会長テーマ

の発表 

〇次年度 K.R.ラビンドラン会長テーマは

「世界へのプレゼントになろう」 

 2015-16 年度各委員会委員長の選出につ

いて 

〇次年度須賀会長より人選案を報告 

 今後の主要スケジュールについて 

〇ガバナー公式訪問 2015 年 9 月 7 日(月) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■誕生日お祝い 
増田君  大野君  上野君   

山下君  松井君  柴田君 

■奥様誕生日お祝い 
宇田川君  伊東君 

■結婚記念日お祝い 
長尾君  岡本君  宇多君   

後関君  須賀君  久保君  芦﨑君 

■例会出席 100％お祝い 
岩倉君(28 回)  小林君(4 回)

 

 

田中 (吉 )君…小松川警察署  生活安全課長  
北原様、本日の卓話宜しくお願い致します 

山本(和)君…セ･ソウル RC 記念例会に参加の
皆さん ご苦労様でした。お陰様で金会長
も喜んでいました 

岩倉君…セ･ソウル RC 訪問で皆様にお世話に
なりました 

須賀君…セ･ソウル RC 記念例会参加の皆様、
会長・幹事・セ･ソウル RC 委員長・会員の
皆様 お世話になりました 

関口君…セ･ソウル RC では、ご参加の皆様に
お世話になりました。山本会長お世話にな
りました 

西川君…セ･ソウル RC 記念例会に参加して頂
いた会員の皆様、大変お世話になりました 

多賀君…先週は関口さん大変ご厄介になりま
した 

岩楯君…会長・関口さん 皆さん大変お世話に
なりました 

増田君…RAC 年次大会、皆さん御出席ありが
とうございます 

田中(伴)君…RAC 年次大会へのご参加、登録
寄付ありがとうございました。3/28(土)無
事終了致しました 

大野君…横山さん、「世界に誇る東京モノづく
り 輝く技術 光る企業」に掲載おめでとう
ございます 

伊東君…東工･バレックスの技術力はすごい
ですね 

森田君…須賀さん お世話になります 
久保君…先日は長女の結婚お祝いを頂き感謝

申し上げます。お陰様で昨日、買い物に付
き合わされました 

横山君…桜が満開になりました 
岡本君…良い日が続きますように 
芦﨑君…土曜日 神田川の桜を観てきました。

7～8 分咲でしたが なかなか良かったです 
荒井君、森君、川野君…いつもニコニコご苦

労様です 
小林君…いつもニコニコ御協力頂きありがと

うございます。あと 3 ケ月よろしくお願い
致します 

 

本日合計        48,000 円 

今期累計   2,105,496 円 


