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[本日の卓話] １１月１３日 
   

「 ロータリー財団について  」 
 

地区ポリオプラス委員  嶋村文男  様   
（紹介者：当クラブ会員  芦﨑哲雄  君）  

 

[次回の卓話] １１月２０日       
     

「 建築の事あれこれ  」 
 

当クラブ会員  後関和之  君  

・・・・・・・・・・・・・ 第２４５２回  ２０１７年１１月６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 

○ビジター１名 

須 賀 精 二 様（ 東京東江戸川ＲＣ ） 

■出席状況報告（前々回訂正出席率） 

  45名中 38名出席 出席率92.2％(10/16…100％) 

■11 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  久保会員 ） 

■会長報告 

○10/30(月)ホテルニューオータニで開催された東分区

IMに、当クラブからは33名が参加しました。ご多忙の

中、多くのご参加を頂きありがとうございました 

○佐久間唯一会員よりクラブ基金へご寄付を頂きました 

■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11月号をラックへ配布

しました 

○地区大会のご案内がホストクラブの東京四谷RCより

届きました。本年度地区大会は 2/20(火)・21(水)京王

プラザホテルで開催されます。ご案内をFAXしますの

で、大勢の登録をお願いします 

■委員会報告 

○多賀直前幹事…前年2016-17年度クラブ活動実績記録

が出来上がりましたので、ラックへ配布しました 

○台北東RC委員会(後関委員長)…11/3～11/5姉妹クラブ

台北東RC創立54周年記念式典行事に、会員・奥様９名で

出席しました。例年同様、歓待を受けました 
○Ｒ財団委員会(芦﨑委員長)…11月Ｒ財団月間に因み、
今年度も会員一人当たり150ドル(1ドル114円＝17,100
円)を目標とした年次寄付のご協力を賜わりたく存じ
ます。11/13・20・27 と例会場受付にて R財団委員長 
芦﨑がお預かりしますので よろしくお願いします 

○ロータリー情報委員会(荒井委員長)…家庭集会を

11/6(月)、11/7(火)、11/10(金)に開催します 

○セソウルRC委員会(岩倉委員長)…来年3/28～3/30姉妹

クラブセ･ソウルRC創立50周年記念式典行事の訪問ツ

アー計画中ですので報告します 

○青少年奉仕委員会(柴田委員長)…地区青少年奉仕委員

会のアンケートにご協力をお願いします 

○健康管理委員会(柴田委員長)…甲状腺機能異常の高齢

者が増えていますので、ご注意ください 

○いわき勿来RC委員会(岡本委員長)…11/1(水)福島県双

葉町庁舎にて「勿来酒井復興公営住宅の集会所用備品

目録」の贈呈式、いわき勿来RC例会に当クラブから８名

で出席しました 

○釣り同好会(後関委員長)…「美味しい魚を食べる会」を

11/12(日)に関口会員のご自宅で開催します。他クラブ

からも９名参加予定です 

■本日の卓話 インターネット拾い読み② ある外科医の｢社会奉仕｣  

当クラブ会員 菅谷政樹 君 

Weekly Report 

ロータリー：変化をもたらす 

ROTARY:MAKING A DIFFERENCE 

ＲＩ会長 イアン H.S. ライズリー 

温 故 知 新 
 VISITING OLD、LEARN NEW 

東京江戸川ロータリークラブ会長 森田知行 
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日 時：２０１７年１１月６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､ 

岩楯､柴田､宇田川､須賀､ 
荒井､岡本､森､小林､横山､中山､ 

［記録係：伊東､佐久間(唯)］(以上 18 名) 
 
＜協議事項＞ 
１. 年次総会開催日の件 … 承認 

12月11日(月)例会終了後に開催 
２. 忘年家族会予算案、ゲスト参加費の件…

承認 
３. 地区大会選挙人の件 … 承認 

森田会長・稲山幹事の２名とする 
４. 西川会長エレクトより創立55周年記念例

会を平成30年9月10日(月)タワーホール
船堀にて夜間例会としたい旨 … 承認 

 
＜報告事項＞ 
１. １０月収支報告 … 西川会長エレクトが代理

にて報告 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2017 年 10 月 30 日(月)ホテルニューオータニ
にて、東分区インターシティミーティング 
(東分区ＩＭ)が開催されました。(ホストクラ
ブ 東京東ＲＣ)当クラブから 33 名が登録し、 
31 名が参加致しました。 
第１部の本会議では、第 2700 地区パストガバ
ナー廣畑富雄氏（福岡西ＲＣ）を講師に迎え、
基調講演「ロータリーの心と原点」の講演が
ありました。続いて、山本和夫ガバナー補佐
（東京江戸川ＲＣ）をコーディネーターとし
て、「東分区はひとつ」をテーマにパネルディ
スカッションが行われました。 
第２部の懇親会では、多数のアトラクション
やサイン会など大変盛り上がりました。 
盛大なＩＭを開催して頂いた、東京東ＲＣの
会員の皆様に感謝申し上げます。また、参加
の皆様、本当にありがとうございました。 

（幹事 稲山雄一 記） 

 

 

 
東京東江戸川 RC須賀様…過日はお世話になりあ

りがとうございました。おかげさまです 
誕生日祝いを頂いて  飯田君…お陰で健康で誕生

日を迎えられそうです／横山君…ありがとう
ご ざ い ま す 。 26億
2700万回動いてます
／久保君…ありがと
うございます。あと
２年で赤いチャンチ
ャンコです 

奥様誕生日祝いを頂いて  増田君､横山君､田中君､
佐久間 (唯 )君…ありがとうございました／ 
金子 (正 )君…昨日 11/5大祝いしました／松井
君…区切りの年なので子供達と孫達を含め総
勢 14名で家族旅行を行う予定です／柴田君…
いつも元気です 

結婚記念日祝いを頂いて  増田君…ありがとうご
ざいます／佐久間 (道 )君… 57年お祝いです／
森田君…長い事ありがとうございます／岩楯
君…31年目です。妻にいつも感謝／小林君…27
年目を迎えました。お互いよく耐えていると感
心するとともに感謝しています 

出席 100％祝いを頂いて  佐久間 (道)君… 47回目
ありがとうございます／梅田君､佐久間(唯)君
…ありがとうございます／中島君…ようやく
１年です。引き続き宜しくお願い致します 

増田君…会長・クラブの皆様からお見舞いを頂戴
しました。ありがとうございました 

森田君…11/30ＩＭ､11/1双葉町復興支援､11/3～
台北東RC創立記念例会､一週間が短いです 

稲山君､関口君…ＩＭ･いわき勿来･台北東 RC訪問
ではお世話になりありがとうございました 

中山君…ＩＭ御出席の皆様お世話になりました 
保土田君…東分区ＩＭ勉強になりました 
横山君…山本Ｇ補佐ＩＭご苦労様でした 
岩倉君…山本Ｇ補佐のＩＭ大変良かったです 
金子 (正 )君…ＩＭでは東分区三役大変ご苦労様

でした 
川野君…ＩＭでは森田会長･稲山幹事･ご出席の

皆様大変お世話になりました 
岡本君…いわき勿来RC例会に会長以下8名参加頂

きありがとうございました 
西川君…双葉町備品贈呈式・いわき勿来RC例会で

はお世話になりました 
横山君､須賀君…いわき勿来RC例会に出席して参

りました 
須賀君…佐久間唯一さんクラブ基金へのご寄付

ありがとうございました 
後関君､多賀君､山本(昌)君､大野(平)君…台北東

RC創立 54周年記念例会に出席してきました。 
心こもった大歓迎を受けてきました 

荒井君…今週行われる家庭集会Aｸﾞﾙｰﾌﾟ･Bｸﾞﾙｰﾌﾟ･
Cｸﾞﾙｰﾌﾟ参加の皆さん宜しくお願い致します 

松井君…多賀さん先日はありがとうございました 
久保君…森田会長補助金ありがとうございまし

た。忘年家族会イベント決めてきました 
川野君､伊東君…柴田さん先週はお世話になりあ

りがとうございました 
市川君､森君…ニコニコ頑張って下さい 

本日合計      124,000 円 

今期累計 1,064,000 円  

ニコニコ 
ボックス 

２０１７－１８年度 
１１月理事･役員会報告 

東分区 
インターシティミーティング 

１１月誕生日おめでとうございます 


