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[本日の卓話] ５月１８日 
 
「   キャプテンよもやま話   」 

 
航空評論家   小林宏之  様  

 
（紹介者：当クラブ会員  森田知行 君・菅谷政樹 君 ） 

 

 

[次回の卓話] ５月２５日         
 

「   日本とドイツ    」 
 

当クラブ会員    白子英城  君  
 

（  紹介者：当クラブ会員 梅田巖 君 ） 

・・・・・・・・・・・・・ 第２３５０回  ２０１５年５月１１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 
ティサー，ティリさん（ 米山奨学生 ） 

〇ビジター4名 
土 居 岩 生 様（ 東京お茶の水 RC ） 
中 村 群 一 様（ 東京臨海 RC ） 
須 賀 精 二 様（ 東京東江戸川 RC ） 
嶋 村 文 男 様（ 東京東江戸川 RC） 

■出席状況報告（前々回訂正出席率） 
  52名中 44名出席 出席率 93.62％(4/20…100％) 
■５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  伊東会員 ） 
■会長報告 

〇5月分 米山奨学金 授与 

■幹事報告 

〇ロータリーの友・ガバナー月信 ５月号、バギオ

だより、新会員 2名分の会員名簿シールを、ラッ

クへ配布しました 

〇例会終了後、2Ｆ「松・桜の間」において合同理事

役員会を開催致します 

〇クールビズは 6月より10月迄と理事会で承認されま

した。5月はネクタイ・上着の着用をお願い致します 

■委員会報告 

〇次年度 田中幹事…①次年度 会員名簿記載事項に

変更のある方は、至急ご提出下さい。本日で締め

切らせて頂きます ②各委員会の活動方針及び実施

計画の提出を 5/18(月)迄にお願い致します 

〇次年度 IAC 委員会(森委員長)…第 52 回 IAC 年次

大会のご案内を FAX致します。開催日→8/2(日)、

場所→沖縄 ホテルロイヤルオリオン、ホスト→興

南高等学校 IAC、スポンサークラブ→那覇東 RC。

多くのご参加と登録寄付を宜しくお願い致します 

〇RAC 委員会(川野委員長)…今月の RAC 例会は、

5/13(水)19時～ 野村證券㈱ 小岩支店で開催致し

ます。参加希望の方は、委員長 川野迄ご連絡下さい 

〇世界社会奉仕委員会(森田委員長)…4/25に発生し

たネパール地震に対する義援金の募金活動を、

5/18・5/25の例会で行いますので宜しくお願い致

します 

〇釣り同好会(後関委員長)…6/14(日)に釣った魚を

食べる会を午前 11 時頃より関口邸で行います。 

皆様のご参加をお待ちしております。 

■本日の卓話 
 

「  ロータリーと社会規範   」 

当クラブ会員   上野操  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 



                                

本日合計      105,000 円 

今期累計   2,498,496 円 

2014-15 年度・2015-16 年度 

合 同 理 事 役 員 会 報 告 
 
日  時：2015 年 5 月 11 日(月) 13：40～ 

場  所：タワーホール船堀 2Ｆ｢ 松・桜の間 ｣ 

出席者：山本(和)、須賀、後関、西川、菅谷、

高田、金子(栄)、田中(伴)、森、宇田川、

大野、久保田、田中 (吉 )、岩楯、    

(次年度)荒井、森田、多賀、関口、   

久保、横山、山本(昌)  

        [記録係]柴田､伊東､芦﨑(以上 24 名) 
 

 菅谷会員 職業分類変更の件  

〇Ｃ－４ 菓子 米菓製造業 →  

Ｒ－１ 不動産業 マンション管理 

 江戸川区花火大会 協賛の件  

〇例年通り協賛する 

 ネパール大地震 義捐金の件  

〇５月１８日・２５日の例会時に募金を

募り、世界社会奉仕委員会の予算から  

１０万円を加えたところで送金する 

 ロータリー希望の風奨学金 寄付の件  

〇江戸川 RCとして６月に会員より寄付を

募る。寄付の目安を１万円／人とする

が、会員の意思に任す 

 東京江戸川 RAC を東京臨海 RC と共同提唱

する件  

 新入会員 歓迎会を６月に開催する件  

〇詳細は後日、案内を出す 

 

 ４月収支報告 … 高田会計より 

 親睦旅行 収支報告 … 岩楯親睦委員長

より報告 
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東京お茶の水 RC 土居様…いつも御指導頂い

ている上野 PG のお話しを聞かせて貰いま

す。ありがとうございます 

東京東江戸川 RC 嶋村様、東京東江戸川 RC   

須賀様、東京臨海 RC 中村様…いつもお世

話になっております 

岡本君…須賀精二さん おめでとうございました 

誕生日祝いを頂いて 白子君／菅谷君…64 才

になりました／伊東君…もう教えたくな

い誕生日数です 

奥様誕生日祝いを頂いて  白子君／森田君…

忘れていた妻 洋子の誕生日との事です。

忘れないように致します 

結婚記念日祝いを頂いて  久保田君／梅田巖

君…まだ 15 回目です。皆様ありがとうご

ざいます／柴田君…結婚 35 年となりまし

た。めざせ 50 年 

出席 100％祝いを頂いて  白子君、飯田君／ 

金子(正)君…22 年間になります。これから

もよろしく／菅谷君…もう 6 回、まだ 6 回

／柴田君…小林さんに続き満 4 年となりま

した。今後共宜しくお願いします 

久米君…大澤さん 白寿の誕生日迎えられま

すこと誠におめでとうございます。心より

お祝い申し上げますとともに益々のご清

祥を御祈念申し上げます 

横山君、中山君、荒井君、関口君、田中(伴)

君、田中(吉)君、小林君、柴田君、川野君

…次年度第 1 回クラブ協議会、須賀さんに

大変お世話になりありがとうございました 

西川君、久保君、小林君、川野君、芦﨑君… 

柴田さん・伊東さん 写真ありがとうござ

います 

小林君、柴田君、伊東君、川野君…山下さん 

ご馳走様でした 

大野(達)君、荒井君、小林君、川野君…多賀

さん お土産ありがとうございました 

柴田君…稲山さん ありがとうございました 

増田君…ローターアクト 15 名が当学院の  

ビーチハウスで勉強会を開きました 

岡本君…宇多さん 宜しくお願い致します 

金子(正)君…小林さん 先日はありがとうご

ざいました 

多賀君…ゴールデンウィークは楽しい旅行が

出来ました 

大野(平)君…今日から春の交通安全運動です。

無事故無違反で運転して下さい 

市川君、山本(和)君、西川君、森君…ニコニ

コ頑張って下さい 

 

６月  １日(月)例会～ 

１０月２６日(月)例会迄 

 

クールビズ         

実施期間 


