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[本日の卓話] １月１２日  
 

「 新年初例会（夜間） 」 

 

[次回の卓話] １月１８日         

「 商い２１０年の伝統と職業奉仕  」 

2006-07年東分区ガバナー補佐 渡辺孝至 様 

（ 紹介者：当クラブ会員 多賀之雄 君 ） 

・・・・・・・・・・・・・ 第２３７６回  ２０１５年１２月２１日  例会報告 ・・・・・・・・・・・・・ 
 

■点鐘・ロータリーソング 
「 それでこそロータリー 」「 四つのテスト 」 

■来客紹介 
○ご来賓２名 
嶋 村 文 男 様（地区米山奨学委員会副委員長）  
須 藤    仁 様（次年度地区米山奨学委員会委員長）  

■出席状況報告（前々回訂正出席率） 
  51名中 44名出席 出席率95.65％ (12/1…100％) 
■会長報告 
○忘年家族会への参加に御礼申し上げます。163名
という大勢の皆様に御参加頂き、盛会に終えるこ
とが出来ました 

○12/17(木)向島 料亭 千代田で開催された第2回
RE-5三役会に、会長・幹事で出席致しました 

■幹事報告 
○次週12/28(月)・次々週1/4(月)は休会です。次回
の例会は新年初例会となります。開催日→1月12
日(火)・場所→2F 桃源の間・時間→17:30～18:30 
夜間例会です。本日、FAXにてご案内を送付させ
て頂きます。尚、１月理事会は、同日 16時より 
2F 松･桜の間で行います 

■委員会報告 
○ゴルフ同好会(菅谷委員長)…12/16(水)第2回ゴ
ルフコンペ開催の結果報告を致します。    
優勝 岩倉会員、準優勝 須賀会長、3位 森田副会
長でした。RE-5ゴルフコンペは来年4月24日(日)
にての開催を 検討中です。場所は未だ未定です 

○飯田会員・中山会員…飯田弘・三男と中山直幹・
長女がこの度結婚しましたことを報告致します 

■本日の卓話 

「 五大奉仕委員長 上半期活動実績報告 」 
(発表を抜粋して掲載) 

 

 

 
 

○青少年育成面において、ﾊﾞｰﾘﾝｹﾞｲﾑ交換留学制度が
スタートし、初年度、留学生を受け入れる側として
成功裏に終了致しました。今後も積極的に活動をし
て行きたいと思います 

○会員増強活動により1名の会員増加が図れました 
○家庭集会の早期開催等、各委員会の積極的な活動に
て余裕を持ったクラブ運営がなされており、感謝致
します 

○地区職業奉仕セミナーに2回参加致しました。｢会社
は継続することが最大の勝利」との感想を持ちました 

○職業奉仕フォーラムを2回開催致しました。第1回は
「職業奉仕の歴史と手続要覧について理解」「分か
りやすい職業奉仕」、第2回は「直ぐに実践できる職
業奉仕」との題目で、武田副委員長に講話を頂きま
した 

○来年4～5月頃、親睦を兼ねて職場見学会の実施を予
定しています。場所は愛知県豊橋市のゴルフクラブ
シャフト工場です。多くの会員のご参加をお待ちし
ています            → ２ページへ続く 
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本日合計      132,000 円 

今期累計   2,106,000 円 

■誕生日お祝い 
久保田君  武田君  荒井君  森田君 
多賀君  岩楯君  川野君 

■奥様誕生日お祝い 
石上君  飯田君  山本(和)君   
高田君 山本(昌)君  岩楯君 

■結婚記念日お祝い 
金子(栄)君  森君  岩崎君 

■例会出席 100％お祝い 
小久保君(48 回)  増田君(47 回) 
稲山君(９回)  田中(吉)君(８回) 
岩楯君(６回)

 
■本日の卓話（ １ページ 例会報告つづき ） 
 

○ボーイスカウト江戸川第5団へ隊旗を寄贈
致しました 

○チャレンジザドリームへご協力を頂きあり
がとうございました 

○地域の清掃活動として、小松川千本桜の清
掃活動と施肥作業に参加致しました。千本
桜のある公園にて、来年の春には、「2016全
国さくらシンポジウムin江戸川」が開催さ
れます 

○ﾊﾞｰﾘﾝｹﾞｲﾑ委員会として、交換留学生来日時
に協力頂いた会員の方々に感謝申し上げます 

○創立記念例会開催時、来日された各姉妹ク
ラブの会員には楽しんで頂きました 

○台北東ＲＣ創立52周年記念例会・祝賀会に
参加し、例年通りの歓待を受けました 

○来年5月28日からの国際ロータリー世界大
会へ、現在7名の方のご登録を頂いておりま
す。引き続きご参加をよろしくお願い致し
ます 

○第52回インターアクト年次大会（沖縄）に
、森IAC委員長が参加致しました 

○関東第一高校のチャリティバザーへのご協
力ありがとうございました。売上金は区の 
福祉事業に寄付させて頂きました 

○ローターアクトは会合活動できておりませ
ん。これからフォローをしてまいります 

○青少年奉仕関係の地区会議へ参加、地区 
アンケートへの回答協力を致しました 

 

 

 

  
東京麹町 RC須藤様…米山  宜しくお願いします 
東京東江戸川 RC嶋村様…先日の忘年家族会では

大変お世話になりありがとうございました。 
本日も宜しくお願い致します 

川野君…東京麹町RC須藤様・東京東江戸川RC嶋村
様 本日はお忙しいところありがとうございます 

江戸川年金事務所  中井川様…社会奉仕活動に 
お役立て下さい 

須賀君…親睦活動委員会･SAA委員会･会員の皆様 
忘年家族会お疲れ様でした 

森田君…忘年家族会 皆さんありがとうございま
した 

増田君…家族会、会長賞ありがとう 
長尾君…忘年家族会で一等賞が当りました 
大野(達)君､保土田君､岡本君､市川君､久保田君､

金子(栄)君､関口君､森君､小林君､柴田君､川野
君､伊東君､佐久間 (唯)君…忘年家族会ではお
世話になりありがとうございました。大変楽し
く過ごさせて頂きました 

田中 (伴 )君､田中(吉 )君…親睦活動･SAA･副幹事
の皆さん 忘年家族会ではお力添え頂きありが
とうございました 

岩倉君､金子(正)君､荒井君、西川君､岩楯君、久保
君…忘年家族会では、三役･親睦活動委員会･
SAA委員会の皆さん大変お世話になりました。
お疲れ様でした 

山本 (和 )君…忘年家族会で紹介させて頂きまし
た次男夫婦 宜しくお願い致します 

松井君…忘年家族会 楽しかったですね！写真を
頂きました ありがとうございます。来年も宜
しく!! 

大野(平)君…忘年家族会お世話になりました。佐
久間(唯)さんサンタクロースご苦労様でした。
小林さんトナカイ役ありがとうございました 

大野 (達 )､西川君､川野君…伊東さん写真ありが
とうございました 

市川君､森君､久保君､川野君…多賀さん写真あり
がとうございました 

荒井君…横山さん写真ありがとうございます 
岩倉君…ゴルフ、ハンデに恵まれ初優勝しました。

取り切り戦ならよかった 
菅谷君…岩倉さん ゴルフコンペ優勝おめでとう

ございます 
森田君…ゴルフ同好会 三位となりました 
芦﨑君…菅谷さん ブービー賞ありがとうござい

ました 
岩崎君…ゴルフ同好会の皆様、先日はありがとう

ございました 
大澤君…須賀会長 大変お世話になりました 
横山君…来年はもっと良い年に 
梅田君…本年もお世話になりました 
後関君…来年も宜しくお願いします 
武田君…本年お世話になりました。ニコニコお疲

れ様です 
飯田君､中山君…大変良い事がありました 
多賀君…岩楯さん 素晴らしい車を見せて頂きあ

りがとうございました。目の保養になりました 
柴田君… 12/20の少年剣道大会では 4年ぶりに 

優勝する事が出来ました 
川野君…柴田さん先日は大変お世話になりました 



                                

明けましておめでとうございます。 

会員の皆様には、お健やかな新しい年をお迎

えのこととお慶び申し上げます。 

昨年６ヶ月間、会員の皆様方のお力添を頂き

新年を迎える事が出来ました、有難う御座い

ます。 

昨年の7月6日初例会より始まり、当クラブと

して初の試みである姉妹クラブバーリンゲイ

ムＲＣとの姉弟交換も成功の内に終わり、会

員の皆様方の力を見せて頂きました。 

8月3日東京江戸川ロータリークラブ創立52周

年記念例会には、姉妹クラブ台北東ＲＣ林会

長夫妻・会員の皆様、バーリンゲイムＲＣよ

り小林誠会員・家族、いわき勿来ＲＣ鈴木会

長・会員の皆様方に参加して頂き、重厚な記

念式典を行う事が出来ました。 

その中で当クラブチャーターメンバーの久米

和夫会員の訃報の知らせが有りました。 

ご冥福をお祈りいたします。 

9月にはガバナー公式訪問も無事終了し、11月

には台北東ＲＣ創立52周年記念例会に当クラ

ブ会員の皆様と12名で参加してまいりました。 

12月には毎年恒例の忘年家族会を行い、楽し

い一時を過ごさせて頂きました、数多くの活

動を行ってまいりました。これも各委員会が

委員会活動を積極的に取り組んだ結果のあら

われだと思います。 

新年も明けて、後半６ヶ月委員会活動を益々

盛んに行って頂ければ幸いです。 

結びに当たり、皆様にとって新しい年が幸多

い年で有ります事を願って新年のご挨拶とさ

せて頂きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新年明けましておめでとうございます。 
会員の皆様におかれましては、お健やかに
清々しい新年をお迎えのこととお慶び申し上
げます。 
須賀会長年度も早いもので、昨年7月に始まり
あっという間に半年間も経過を致しました。 
各委員会もそれぞれが、きちんと責任を果た
して頂き、各委員会活動計画も滞りなく実施
され、折り返し地点に入り、活動計画の成果
を求められる時期になって参りました。 
残された時間を、副会長としての責務を精一
杯遂行して参りますので、宜しくお願い申し
上げます。 
 

謹んで新年のお祝いを申し上げます。 

会員の皆様には良き新年をお迎えになられた

ことと存じます。また、旧年中はひとかたな

らぬお世話になり、ありがとうございました。 

さて、改めてこの一年間を振り返りますと、 

4月 27日の第 1回クラブ協議会を皮切りに、 

創立 52周年記念例会、ガバナー公式訪問、  

そして先日行われた忘年家族会等にて、幹事

としての様々なロータリー活動を経験させて

いただきましたあっという間の日々でござい

ました。その間、会長、副会長をはじめ会員

の皆様のご教示のお蔭を持ちまして、少しで

はありますが、課せられた役目も果たせたの

かと思っております。 

私の任期もあと半年でございます。そして、

もうすぐ荒井会長年度がスタートいたします。

次年度へクラブカラーを伝承するのも幹事と

しての使命と思いますので、あと半年、スム

ーズなバトンタッチが出来るよう、一層努力

する所存でございます。 

引き続き、相変わらぬご指導とご鞭撻をお願

い申し上げます。 

 

 

 



 


