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[本日の卓話] １２月１１日 
   

「  上手に病院と付き合うには？   
～消化器疾患について～  」  

社会医療法人社団 森山医会 森山記念病院  
副院長 消化器病センター長 本橋 英明 様 

（紹介者：当クラブ会員  森清正  君） 

 

[次回の卓話] １２月１８日 
 

「 五大奉仕委員長 上半期活動実績報告 」 
 

クラブ奉仕委員長    多賀之雄  
職業奉仕委員長    久保  克  
社会奉仕委員長    菅谷政樹  
国際奉仕委員長    岩楯信一  
青少年奉仕委員長    柴田憲男  

・・・・・・・・・・・・・ 第２４５６回  ２０１７年１２月４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 ２名 
石 井 光 恵 様（日本女子大学 家政学部 児童学科 教授） 
焦 一然さん  （米山奨学生） 

〇ビジター・ゲスト ３名 
 嶋 村 文 男 様（東京東江戸川RC） 
須 賀 精 二 様（東京東江戸川RC） 
鹿 野  収 様（佐久間道夫会員ゲスト） 

■出席状況報告（前々回訂正出席率） 
  45名中 39名出席 出席率92.8％(11/20…100％) 
■１２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  金子(正)会員 ） 
■会長報告 
〇12月分米山奨学金授与 
〇11/29(水)東武ホテルで開催
された 第3回東分区会長･幹
事会に、森田・稲山で出席し
ました 

〇次週12/11(月)例会終了後、クラブ年次総会を開
催します。ご多忙中とは存じますが、お繰り合わ
せの上ご出席下さいますようお願いします 

〇東京東江戸川RC 嶋村文男様より 来年2/3(土)、
ミャンマー小学校建設チャリティーコンサートを
東部フレンドホールで開催のお知らせがございま
した（主催 東京東江戸川RC）多数のご参加をお
待ちしております 

■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 

〇ガバナー月信・ロータリーの友12月号をラックへ
配布しました 

〇いわき勿来RCより、双葉町贈呈式の記事掲載新聞
２社と週報のコピーが届きましたので、各テーブ
ルにて回覧下さい 

■委員会報告 
○国際奉仕委員会(岩楯委員長)…11/30(木)学士会
館で開催された 地区国際奉仕委員長会議に出席
しました 

〇クラブ奉仕委員会(多賀委員長)…延期としました
クラブ奉仕フォーラムを、2/19(月)例会終了後
13:40～「松･桜の間」で開催します。再度ご案内
を出しますので多くの参加をお願いします 

〇セ･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
行事の訪問ツアーは2コース(2泊3日､1泊2日)を 
用意させて頂きます       → 2頁へ続く 
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■委員会報告（1頁より例会報告続き） 

〇いわき勿来RC委員会(岡本委員長)…双葉町

贈呈式の模様が新聞２社に掲載されまし

た。参加メンバー全員を代表して森田会長

が写真に掲載されました 

〇クラブ基金委員会 

(須賀委員長) 

…横山元会長より､ 

クラブ基金への 

ご寄付を頂きました 

■本日の卓話 
 
「ある眼科病院の日常」 
 

当クラブ会員  

宇 多 重 員 君 
 

 

 

 
 
日 時：２０１７年１２月４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､ 

岩楯､柴田､宇田川､須賀､山本(昌)､ 
岡本､森､小林､横山､ 

［記録係：伊東］(以上 15 名) 
 
＜協議事項＞ 
１. Ｒ財団寄付の件 

11月の対ﾄﾞﾙﾚｰﾄが114円・12月が112円と
なったので、年次寄付へ16,800円/人・ 
差額300円/人をポリオに寄付する 

２. 2018年夏来日の青少年交換学生受入の件
…承認 

３. 福島県双葉町への贈呈品代金支払いの件
…承認  

４. 渡邉静彦氏・久米淳美氏 入会の件…入会
手続きに入る事で承認 

５. マツヤサロン・ピアニストお歳暮の件 …承認  
６. 事務局賞与の件…承認 
７. 事務局年末年始休暇の件…12/28～1/4承認 
 
＜報告事項＞ 
１. 11月収支報告 … 山本会計より報告 
２. 忘年家族会出席者は 176名 (12/4現在 )で

執り行う旨報告 
３. 次年度、忘年家族会は12月22日(土)東武

ホテルで実施の予定で調整中の旨報告 
 

今後の例会予定 

１２月１８日(月) → 2017 年最終例会 

１２月２５日(月) → 特別休会 

１月 １日(月) → 休会（元旦） 

１月 ８日(月) → 休会（成人の日） 

１月１５日(月) → 新年初例会 

 

 

 
東京東江戸川RC嶋村様…いつもお世話になっ

ております。本日は来年2/3に開催するミヤ
ンマー小学校建設のチャリティーコンサー
トのお願いに参りました。宜しくお願い致
します 

東京東江戸川RC須賀様…いつもお世話になります 
西川君…本日は焦さんの指導教官の石井先生

がいらっしゃいました。皆様宜しくお願い
致します 

関口君…鹿野さん ようこそ 
誕生日祝いを頂いて  金子(正)君…今日12/4

喜寿77才となりました 
小林君…今月
58才になりま
すがまだまだ
ロータリーで
教えて頂くこ
と (お酒の飲
み方とか )が
沢 山 あ り ま
す。これから
もよろしくお
願い致します 

奥様誕生日祝いを頂いて  久保田君…いつ迄
も元気で／芦﨑君…お花ありがとうござい
ます。喜んでいました 

出席100％祝いを頂いて 森田君…なんとか12
年目突入です／森君…宜しくお願い致します 

宇多君…本日卓話をさせて頂きます 
佐久間(道)君､大野(達)君､増田君､岩倉君…

宇多さん卓話宜しくお願い致します。楽し
みにしています 

岡本君…IAC年次大会の報告書 出来上がりま
した。ご協力ありがとうございました 

中島君…保土田さん･大野(平)さん表彰あり
がとうございました 

横山君…中島さんありがとうございました 
大野(平)君…保土田さん先日はお世話になり

ました/中島さん交通功労表彰受賞おめで
とうございます/横山さん･多賀さん･佐久
間(唯)さん いつもありがとうございます 

梅田君…寒くなりましたね 
松井君…寒さが身にしみます。先週はお休み

して楽しんできました 
多賀君…松井さん･関口さん大変ご厄介にな

りました。8ﾗｳﾝﾄﾞ中7.5ﾗｳﾝﾄﾞ歩きました。
後関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 
佐久間(唯)君…本日の例会出席出来ず、関口

委員長･川野さん･大野(平)さん･伊東さん
ご迷惑をお掛け致します/森田会長･稲山幹
事･小林さん この度はありがとうございま
した 

飯田君…ニコニコ頑張ってますね。この勢い
でさらに 

森君…ニコニコ頑張って下さい 
関口君…ニコニコご協力ありがとうございます 

本日合計        67,000 円 

今期累計 1,314,000 円  

ニコニコ 
ボックス 

２０１７－１８年度 
１２月理事･役員会報告 


