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[本日の卓話] ４月３日 
 

「 シニアエイジのまぶたの病気 」 
 

日本医科大学付属病院 眼科 講師 

根本 裕次 様 

（ 紹介者：当クラブ会員 宇多重員 君 ） 

 

[次回の卓話] ４月１０日 
 

「 真珠湾の騙し討ち 」 

―日米交渉と外務省の責任― 
 

白子 英城 様（ 元会員 ） 

（ 紹介者：当クラブ会員 飯田弘 君 ） 

・・・・・・・・・・・・・ 第２４２８回  ２０１７年３月２７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５名 

 田口典彦 様（2017-2018年度 IM実行委員長） 

 松村正一 様（2017-2018年度 IM副実行委員長） 

 須賀寛文 様（東京青年会議所江戸川区委員会委員長） 

 越野友博 様（東京青年会議所江戸川区委員会副委員長） 

佐久間裕章 様（東京青年会議所江戸川区委員会総括幹事） 

○ビジター２名 

須賀精二 様 （東京東江戸川 RC） 

渡辺恵太郎 様(東京江戸川中央 RC） 

■出席状況報告（前々回訂正出席率） 

  45名中 35名出席 出席率 87.5％(3/6…100％) 

■会長報告  

○訃報。増田一美会員ご次男 増田雅美 様が、かね

てより病気治療中のところ3/22にご逝去されまし

た。(享年37歳)葬儀は3/25(土)にご家族だけで執

り行われ、多賀幹事と柴田親睦委員長が手伝いに

行きました。ここに謹んで哀悼の意を表し、ご冥

福をお祈り申し上げます 

○2017-2018年度ＩＭについて田口実行委員長・松村

副実行委員長より詳細説明 

○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 

■幹事報告 

○3/24(金)千代田で開催された 第3回東分区会長･

幹事会に出席しました 

○例会部屋変更のお知らせ。次週4/3(月)は「平安の

間」で開催となります 

○東京本郷RCより創立25周年記念誌が届きましたの

で各ﾃｰﾌﾞﾙにて回覧下さい 

■委員会報告 

○森田会長ｴﾚｸﾄ…3/22(水)ﾊｲｱｯﾄﾘｰｼﾞｪﾝｼｰ東京で開

催の2017-18年度PETSに出席しました 

○稲山次年度幹事…①次年度第1回クラブ協議会の

ご案内。4/24(月)18:30～ﾎﾃﾙｼｰｻｲﾄﾞ江戸川にて開

催します。次年度理事・役員・委員長各位へ出欠

確認をFAXしますので宜しくお願いします ②本日

例会終了後、8月に行われるIAC年次大会の打ち合

わせを行いますので担当者は「松･桜の間」にご参

集願います           →２項へ続く 

Weekly Report 

ROTARY SERVING HUMANITY

 Ｓｔｕｄｙ Ｒｏｔａｒｙ

東京江戸川ロータリークラブ 

中村勘三郎(初代～13代)松本幸四郎(4代～6代) 

市村羽左衛門(初代～17代)坂東彦三郎(3代～7代)などが眠る 



                                 

  本日合計      84,000 円 

今期累計 2,230,000 円 

■委員会報告 （ １項よりつづき ） 

○RAC委員会(岩﨑委員長)…①3/19(日)東分

区RAC主催荒川ｸﾘｰﾝｴｲﾄﾞに当ｸﾗﾌﾞから9名が

参加しました ②3/19(日)YRｲｳﾞｪﾝﾄﾎｰﾙで開

催の東京池袋西RAC創立記念例会に、小林青

少年奉仕委員長・岩﨑RAC委員長の2名で出

席しました 

○次年度地区ｸﾗﾌﾞ奉仕委員会(伊東委員 )…

3/13(月)ﾊｲｱｯﾄﾘｰｼﾞｪﾝｼｰ東京で開催された

地区研修ｾﾐﾅｰに出席しました 

○釣り同好会(岩楯委員)…4/9(日)後関委員

長の事務所にて11時～｢釣った魚を食べる

会｣を開催しますので、多数のご参加をお待

ちしています 

○ﾊﾞｰﾘﾝｹﾞｲﾑ委員会(山本(昌)委員長)…ﾊﾞｰﾘﾝ

ｹﾞｲﾑRCより小林会員が来日され、森田会長

ｴﾚｸﾄ、多賀幹事･田中国際奉仕委員長･山本

(昌)の4名が参加し、7/10からの交換留学生

の受け入れについて話し合いました。今回

は50名近い応募があり、全員時間をかけて

面接して4人を選ぶそうです。前年会長の 

ﾒｱﾘｰさんとお嫁さんも一緒に来日されます 

○ｾ･ｿｳﾙRC委員会(須賀委員長)…ｾ･ｿｳﾙRC49周

年記念例会に、荒井会長・関口副会長・森田

会長ｴﾚｸﾄ・岩倉環境保全委員長と須賀の5名で

出席するため3/29～3/31で行って参ります 

○ 社 会 奉 仕 委 員 会 (稲 山 委 員 長 )… 来 週

4/2(日)の小松川千本桜清掃活動に多数の

参加をお願いします 

■本日の卓話  

「  沖ノ鳥島あれこれ 」 
 
当クラブ会員 梅田巖 君 

 
 

 

3 月 24 日(金)夕方 6 時より向島「千代田」に

て 15 クラブの内 14 クラブの会長･幹事が集

まりました。総勢 32 名の出席でした。 

第一部は鈴木秀史ガバナー補佐の挨拶に始ま

り、上山ガバナー、田中地区幹事の挨拶が続

きました。瀧澤一郎分区幹事の今後のガバナ

ー補佐訪問予定や前もって報告する活動中間

報告書のレポートの提出の依頼と出席数の報

告などについて説明が有りました。 

第二部は各クラブの今年度どんなことをして

いるか発表があり、荒井会長が浦安選挙応援

の為欠席されましたので代わりに私が報告を

させて頂きました。 

今年度も後僅かとなり、挨拶にも含まれてい

ましたが、皆さんホッとした顔をされている

のがとても印象的でした。（多賀幹事 記） 

誕生日お祝い

奥様誕生日お祝い

結婚記念日お祝い

例会出席 100％お祝い

４月受付当番 石上君・飯田君・久保君 
  

 

 
東京東 RC田口様､松村様…本年 10/30に行われま

すIMのお知らせに参りました。ご出席の程宜し

くお願い致します 

山本(和)君…東京東RC田口様､松村様ようこそいら

っしゃいました。今後共宜しくお願い致します 

須賀君…本日は私の長男JCのﾒﾝﾊﾞｰを宜しくお願

いします 

東京東江戸川RC須賀様…今日お世話になります 

梅田君…本日卓話の当番で皆様に仕事話をさせ

て頂きます。宜しくお願い致します 

佐久間(道)君､岩倉君､宇多君､西川君､多賀君､芦

﨑君…梅田さん卓話楽しみです。期待しており

ます 

荒井君…皆様のお陰で昨日義兄が浦安市長選挙

において当選する事が出来ました 

森田君､多賀君､森君､川野君､小林君､柴田君､伊

東君､大野(平)君､佐久間(唯)君…荒井さんお

めでとうございます 

宇田川君…千葉県知事､浦安市長の選挙が無事に

成功しました 

岡本君…宇多さん大変お世話になりました。希望

が持てるようになりました／柴田さん私の弟

が大変お世話になりました 

山本 (和 )君…宇多さん診察して頂きありがとう

ございました。お陰で安心しました 

金子(正 )君､小林君､岩﨑君… 3/19荒川ｸﾘｰﾝｴｲﾄﾞ

ご参加の皆さんお疲れ様でした 

横山君…稀勢の里 優勝 感動した！ 

小林君…二男がﾎﾞｰｲｽｶｳﾄの富士ｽｶｳﾄ代表として

東宮御所へ表敬訪問させて頂きました 

多賀君…小林さん先週は大変ご厄介になりあり

がとうございました 

田中君…森田さん･多賀さん先日はお世話になり

ました 

川野君…先日はお世話になりました(柴田さん／

大野(平)さん／佐久間(唯)さん) 

大野(平)君…先日はお世話になりました(横山さ

ん／多賀さん／川野さん) 

佐久間 (唯 )君…川野さん先日はお忙しい中をあ

りがとうございました 

宇多君､関口君､西川君…ニコニコ頑張れ 

４月お祝い 

第３回 東分区会長･幹事会報告 


