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[本日の卓話] １０月１６日 
   

「 動脈瘤について  」 
 

当クラブ会員  柴田憲男  君  

（紹介者：当クラブ会員 佐久間道夫 君） 

 

[次回の卓話] １０月２３日         
   

「 海外生活体験談  」 
 

元コーセー化粧品タイ社長 石井教文  様  

（紹介者：当クラブ会員 多賀之雄 君） 

・・・・・・・・・・・・・ 第２４４９回  ２０１７年１０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 
○ご来賓１名 
焦 一然さん（ 米山奨学生 ） 

○ビジター３名 
鹿 倉  勇 様（ 東京東江戸川RC ） 
須 賀 精 二 様（ 東京東江戸川RC ） 
野 木 芳 宏 様（ 東京ベイRC ） 

■出席状況報告（前々回訂正出席率） 
  45名中 36名出席 出席率87.8％(9/11…100％) 
■１０月お祝い 
○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  岩﨑会員 ） 
■会長報告 
○焦 一然さんへ10月分 米山奨学金 授与 
■幹事報告 
○例会終了後、「藤の間」において理事役員会を開
催します 

○ガバナー月信・ロータリーの友10月号をラックへ
配布しました 

○10月のロータリーレートは、１ドル＝112円です 
○例会部屋変更のお知らせ。次週10/16(月)の例会
は７Ｆ「チャペル」で開催します 

■委員会報告 
○米山奨学委員会(田中委員長)…10月の米山月間に
因み｢ロータリー米山豆辞典2017-18年度版」が届
きましたのでラックへ配布しました､ご一読下さい 

○中山東分区幹事…10/30(月)開催のＩＭに、当クラ
ブから32名の出席申込をありがとうございました。
引き続き、追加募集しますので、再度宜しくお願
い致します 

■本日の卓話 

 
 

山本昌之会員  事業所の住所変更  

（新住所）江戸川区船堀６－３－７  

平成 29 年 10 月 10 日より  

※ TEL・ FAX・ E-mail に変更なし  
 

 

Weekly Report 

ROTARY:MAKING A DIFFERENCE

 VISITING OLD、LEARN NEW 

東京江戸川ロータリークラブ 

１０月誕生日おめでとうございます 



                                 

 

 

2017年9月25日 
 
東京江戸川ロータリークラブ御中 
 

国際ロータリー第2580地区 
ガバナー 吉田 雅俊 

地区副幹事 今井   忠 
 
謹啓 時下ますますご健勝のこととお慶び申し
上げます。 
貴クラブへの公式訪問に際しましては、会長・

幹事をはじめ会員の皆様に歓迎いただきまして、
誠にありがとうございました。 
ご多忙の皆様に貴重なお時間をいただき、 

貴クラブの活動状況をお聞きすることができま
した。心より感謝申し上げます。 
「ロータリー：変化をもたらす」のRIテーマ

をご理解いただき、会員の皆様が楽しくロータ
リー活動に励まれますことを願っております。 
貴クラブのますますのご発展と会員の皆様の

ご活躍を祈念して、お礼のご挨拶とさせていた
だきます。              謹白 

 

東京東江戸川RC鹿倉様…久しぶりのメーキャッ
プです。宜しくお願い致します 

東京東江戸川RC須賀様…お世話になります 
東京ベイRC野木様…いつもお世話になりありが

とうございます 
田中君…本日の卓話者 焦 一然さんを宜しく 

お願い致します 
大野(達)君…田中さん卓話よろしく 
荒井君…焦 一然さん卓話頑張って下さい 
川野君…焦 一然さん､今日の卓話楽しみにして

います 
森田君…米山月間です。皆さん、ご協力宜しく

お願い致します 
伊東君…米山月間、皆様宜しくお願いします 
山本(昌)君…10/30(月)東分区ＩＭ、多くの参加

お待ちしています 
誕生日祝いを頂いて  岩﨑君…ありがとうござ

います。まだまだ52才、今後共皆様のご指導
をお願い申し上げます／佐久間(唯)君 

奥様誕生日祝いを頂いて  佐久間(道)君､岩﨑
君…家内の誕生日祝いありがとうございまし
た／金子(栄)君…83才を迎えました。残念な
がら入院中です 

結婚記念日祝いを頂いて  宇田川君…お陰で元

気にやっています／保土田君､上野君…あり

がとうございます／松井君…気が付いたら45

年間となりました。頭が上がらぬ訳です／ 

西川君…結婚39年になります。２人仲良くや

っております 

 

 
 
 
日 時：２０１７年１０月２日(月) 
場 所：タワーホール船堀２Ｆ「藤の間」 
出席者：森田､西川､多賀､稲山､久保､菅谷､ 

柴田､宇田川､須賀､山本(昌)､ 
荒井､岡本､関口､小林､ 
横山､山本(和) 

［記録係：伊東］(以上 17 名) 
 
＜協議事項＞ 
１. 2019年規定審議会 制定案の件 

提案1.「国際ロータリー細則」第18条―
18,030,1 人頭分担金に値上げに歯止
めをかける件 … 承認 

提案2.「国際ロータリー細則」第3条―  
クラブの目的―を削除する件 … 承認 

提案3.「国際ロータリー細則」第6条―  
五大奉仕部門―を改定する件 … 承認 

２. 11月ロータリー財団月間一人当たりの寄
付額の件 … $150/人を目標とする 

３. 創立55周年実行委員会設立及び実行委員
長選任の件 … 久保田光信さんを委員長
として実行委員会を設立する 

４. 11月1日(水)いわき勿来RCの例会･寄贈品
の贈呈式典へ出席の件 … 森田会長以下
8名で出席の予定 

５. 釣り同好会の活動を地区大会の友愛の広
場へ報告する件 … 承認 

６. 忘年家族会招待者及びゲスト参加費の件 
… 承認 

７. ミャンマーへの消防自動車と10万円寄付
の件 … 承認 

８. 増田一美会員怪我による出席免除の件 
… 承認 

 
＜報告事項＞ 
１. ９月収支報告 … 山本(昌)会計 
２. 11月 3日～5日台北東 RCへ 9名で訪問します 
 

 
出席100％祝いを頂いて  荒井君…お陰様で 16

回目の100％を頂きました 
横山君…秋ですね。皆さん一層元気で頑張りま

しょう 
多賀君…松坂牛は美味しかった 
岩楯君…多賀さん大変お世話になりました 
小林君…久保さん･佐久間(唯)さんありがとう

ございました 
川野君…柴田さん先日はお世話になりました。

ありがとうございました 
大野(平)君…前回欠席してすみませんでした／

岩﨑さんありがとうございました／久保さん
先日は美味しい梨ありがとうございました 

佐久間(唯)君…関口さん先日はありがとうござ
いました 

飯田君…ニコニコ委員の皆さん頑張ってますね 
市川君､松井君…ニコニコ頑張れ 
山本(和)君､森君…ニコニコご苦労様です 
関口君…ニコニコご協力ありがとうございます 

２０１７－１８年度 
１０月理事･役員会報告 公式訪問お礼状 

本日合計      80,000 円 

今期累計 819,000 円  


