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[本日の卓話] ９月３日     
「 ガバナー補佐を終えて 」 

 
当クラブ会員 山本和夫 君 

（ 紹介者：当クラブ会員 須賀雅文 君 ） 

 

[次回の卓話] ９月１０日                
創立５５周年記念例会・祝賀会 

（ 夜 間 ）    

――――――  第２４８６回  ２０１８年８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４名 

フェルナンダ チエ クボタ さん（青少年交換来日学生） 

羅 山 能 弘 様（ 地区青少年交換委員 ） 

桑 原 直 幸 様（ 関東第一高等学校 IAC顧問 ） 

五位淵圭吾さん（ 関東第一高等学校 IAC幹事 ） 

○ビジター・ゲスト１名 

 大澤 文誉 様（ 大澤恒也名誉会員ゲスト ） 

■出席状況報告（前々回訂正出席率） 

  49名中  43名出席  出席率 95.6％(8/6…100％) 

■会長報告 

○地区青少年交換委員

会  羅山委員より 

青少年交換来日学生

フェルナンダさんの

紹介。フェルナンダさんより挨拶。バナー交換 

〇関東第一高等学校ＩＡＣ桑原顧問・五位淵幹事よ

り、ＩＡＣ年次大会参加報告及びお礼。9/15･16

のチャリティーバザー協賛のお願い 

〇8/22(水)東武ホテルレバント東京で開催された 

RE-5三役会に三役で出席しました 

■幹事報告 
○10/1(月)は松坂順一ガバナー公式訪問日です。当
日のスケジュール→第 5 回クラブ協議会 11:15～
｢蓬莱の間｣、例会 12:30～「桃源の間」、例会終了
後 写真撮影を行います。出欠確認の FAXをさせて
頂きますのでご返信をお願いします。当日はネク
タイ着用でお願いします 

〇例会終了後、記念式典委員会を｢３０１会議室｣で、
記念誌委員会を｢松･桜の間｣で開催します。関係者
の方は参加をお願いします 

■委員会報告 
○国際奉仕委員会(森委員長)…今年度の国際大会
は、2019年 6月 1日～5日にドイツ・ハンブルグ
で開催されます。当地区が推奨する旅行会社が「東
日観光㈱」「㈱エス・プランナー 」に決まりまし
た。両社とも現在旅行プランを立案中ですので  
日程及び料金が決まりましたらお知らせします 

〇釣り同好会(岩楯委員)… 9/24(月)、関口さんのご
自宅で釣った魚を食べる会を開催します 

〇ＩＡＣ委員会(柴田委員長)…9/15･16 関東一高で
のチャリティーバザーにご協力ください 

〇台北東 RC 委員会(多賀委員長)…11/3(土)から
6(火)にかけて台北東 RC訪問を募集します 

■本日の卓話 
「 クラブ奉仕  」  

当クラブ会員  稲山雄一 君 

Weekly Report 

インスピレーションになろう  

Be The Inspiration 

ＲＩ会長  バリー・ラシン 

ロータリーの原点に戻ろう  
Remember the Rotary spirit 

東京江戸川ロータリークラブ会長 西川昭雄 

国際ロータリー第２５８０地区  

東京江戸川ロータリークラブ 
R O T A R Y  C L U B  O F  T O K Y O  E D O G A W A  

Ｖｏｌ.５５ №８ 第２４８７回 ２０１８年９月３日 

<< タワーホール船堀 PHOTO GALLERY >> 



                                 

 

 

 

 
 

平成 30 年 8 月吉日 

国際ロータリー第 2580 地区 

東京江戸川ロータリークラブ会員の皆様 

 
国際ロータリー第 2580 地区 
第 55 回 IA 年次大会スポンサークラブ 

浦添ロータリークラブ会長 伊良皆 善子 
      〃 年次大会実行委員長 中家 輝勝 
第 55 回 IA 年次大会ホスト校 

昭和薬科大学附属高校長 諸見里 明 
昭和薬科大学附属高校 IAC 会長 島袋 愛心 

 
御礼 

謹啓 時下、益々ご清祥のこととお慶び申し上げ

ます。 

さて、先に開催いたしました、第 55 回インター

アクト年次大会におきまして大変お忙しい中ご

臨席を賜り誠にありがとうございました。また、

貴クラブ会員の皆様には多数のご参加・ご登録

をいただき重ねて御礼申し上げます。 

今年度大会テーマである「未来への道」は、ま

さに、次代を担う若い世代のものだと感じる大

会でございました。大会期間中、はじめは硬か

った表情も交流を深める中に、明るく親しみの

ある表情に変わっていきました。分科討論会で

は与えられたそれぞれのテーマに真剣に取り組

み活発に意見交換する姿が見られ、見事にまと

め堂々と発表するインターアクター達に感動を

憶えました。 

インターアクト年次大会は、コミュニケーショ

ン能力、思考力、考察力を養う貴重な交流の場

であると確信致します。 

今大会、スポンサークラブ・ホスト校として関

わらせていただきましたことに心から感謝申し

上げます。大会の詳細につきましては、後日発

刊いたします「年次大会報告書」にてご報告い

たします。 

今後も、青少年奉仕の一環である、インターア

クトの活動が、末永く続くようご協力とご指導

を賜りますようお願い申し上げます。 

末筆ではございますが、貴クラブの益々のご活

躍と会員皆様のご健勝を祈念申し上げ、略儀な

がら書中をもちまして御礼申し上げます。 

謹白 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
地区青少年交換委員会 羅山委員…本日は一年間

皆様にお世話になりますフェルナンダ  チエ 
クボタさんに同席致します。チエさんを何卒宜
しくお願い申し上げます 

西川君…フェルナンダ チエ クボタさん･羅山様
ようこそいらっしゃいました。IAC桑原先生･五
位淵幹事ようこそいらっしゃいました 

川野君…交換留学生フェルナンダ  チエ  クボタ
さんを宜しくお願い致します。地区青少年交換
委員 羅山様ようこそいらっしゃいました 

増田君､荒井君､大野平君､森田君､渡邉君…フェ
ルナンダ  チエ  クボタさんようこそいらっし
ゃいました 

横山君…フェルナンダ  チエ  クボタさん一年間
頑張って下さい 

柴田君…フェルナンダ  チエ  クボタさんウエル
カム。桑原先生、沖縄ご苦労様でした 

稲山君…本日卓話をさせて頂きます。宜しくお願
い致します 

松井君…稲山さんクラブ奉仕の卓話頑張って下
さい。益々楽しいクラブになります様に 

田中君､森君､伊東君､佐久間 (唯)君､中島君､鹿野
君…稲山さん卓話楽しみにしています 

大野(達)君…平成最後の夏暑かったですね 
中島君…とんでもない暑い日が続きますがお体

ご自愛下さい 
保土田君…町内のお祭りでは、小林さん･大野平

さん･市川さん色々お疲れ様でした 
小林君…保土田さん･大野平さん･市川さん大変

お世話になりありがとうございました 
大野平君…保土田さん･小林さん･市川さん土･日

のお祭りの手伝いご苦労様でした。佐久間(唯)
さん先日はご丁寧な品物ありがとうございま
した 

市川君…保土田さん･小林さん･大野平さん東小
松川南町会のお祭りでは大変お世話になりま
した 

横山君…小林さんお世話様でした 
久保君…小林さん先週月曜日は緊急対応して頂

きありがとうございました 
岩倉君…残暑お見舞い申し上げます 
梅田君…先週は新開発の機械の打ち合わせの為

欠席しました。3年後を楽しみに頑張ります 
金子(栄)君…26日夜のNHK大河ドラマ西郷ドンに

感動して 
山本 (和 )君…岩楯さんミニトマトありがとうご

ざいました 
山本 (昌 )君…荒井さん 55周年の資料ありがとう

ございます 
多賀君… 11月に行われる台北東 RCの訪問の下見

に行ってきました 
岩﨑君…菅谷さん先週はRACでの卓話ありがとう

ございました 
佐久間(道)君､飯田君､金子(正)君､岩楯君…ニコ

ニコ頑張れ！ 
岡本君､関口君､野﨑君…ニコニコご苦労様です 
佐久間(唯)君…荒井さん､この間は私どもビヨン

ドをご利用頂きありがとうございました/大野
平さん､何時もニコニコをお手伝い頂きありが
とうございます(感謝)です 

 
 

本日合計          90,000 円 

今期累計 583,000 円  

ニコニコ 
ボックス 

第55回インターアクト年次大会
お礼状が、スポンサークラブ浦添
ＲＣより届きました 

 

■誕生日お祝い     須賀君 田中君 

■奥様誕生日お祝い   保土田君 岩倉君 後関君 須賀君 菅谷君 

■結婚記念日お祝い   山本(昌)君 

■例会出席100％お祝い  上野君(44回) 保土田君(43回) 松井君(24回) 

■９月受付当番     宇多君 森田君 小林君 

９月 
お祝い 


