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[本日の卓話] １１月５日   
「ロータリー財団... 

委員としてのお願いとあれこれ」 
 

地区補助金委員会委員 茂手木 克央 様 
 

（ 紹介者：当クラブ会員 中山直幹 君 ） 

 

[次回の卓話] １１月１２日              
「 メタボリックシンドロームについて 」 

    
当クラブ会員 久米淳美さん  

――――――  第２４９１回  ２０１８年１０月２９日  例会報告  ―――――― 
 

■点鐘・ロータリーソング 

「 手に手つないで 」「 四つのテスト 」 

■来客紹介 

○ご来賓…２名 

今 井  忠 様（ 第 2580 地区幹事 ） 

フェルナンダ チエ クボタさん(地区青少年交換学生)  

○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） 

  49名中  39名出席  出席率 90.6％(10/1…100％) 

■会長報告 

〇お祝い贈呈。 

金婚式 上野会員(1968年10月10日ご結婚)、 

ご長男結婚お祝い 柴田会員(10月7日挙式） 

〇青少年交換学生チエさんより 

近況報告 

〇10/25(木)東武ホテルレバント東

京で開催された 東分区ＩＭに、

当クラブからは 21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 

〇10/27(土)東武ホテルレバント東京で開催、東京

東江戸川 RC創立 50周年式典 出席報告 

■幹事報告 

○11月のロータリーレートは １ドル１１２円です 

〇東分区ＩＭに参加出来なかった方のラックへ当日

の資料を配布しましたのでご覧下さい 

〇創立 55 周年記念例会･祝賀会「慰労会」を企画し

ました。日時 11/15(木)18時～・場所 洋食ダイニ

ング istumo(イツモ)※茅場町駅１番出口より４

分・参加費 無料。ご案内を FAXしますので是非と

もご参加下さい 

■委員会報告 

〇Ｒ財団委員会(中山委員長)…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112

円＝16,800 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。11/12･19･26 と例会場受付

にてＲ財団委員長 中山がお預かりしますので宜し

くお願いします 

〇台北東 RC 委員会(多賀委員長)…11/3(土)～6(火)

台北訪問ツアーの最終スケジュールについて案内 
■本日の卓話 
 
「 働き方改革で 

会社が準備しておくべきこと 」 

 
当クラブ会員 山本昌之 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 №１３ 第２４９２回 ２０１８年１１月５日 

<< タワーホール船堀 PHOTO GALLERY >> 



                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

2018 年 10 月 1 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   松坂 順一 
地区副幹事  岩楯 常夫 

 
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。 
「インスピレーションになろう」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 

 

【誕生日】    １１月お祝い 

飯田君  横山君  宇多君 久保君 

【奥様誕生日】 

横山君  金子(正)君  松井君 関口君 

田中君  柴田君 佐久間(唯)君 

【結婚記念日】 

増田君  佐久間(道)君 山本(和)君 

森田君  岩楯君 小林君 

【例会出席 100％】 

佐久間(道)君(48 回)  梅田君(30 回)   

佐久間(唯)君( 3 回) 中島君( 2 回) 

 

【例会受付当番】佐久間(道)君･中山君･岩﨑君 

 

 

 

 
第2580地区幹事 今井様…お世話になります 
東江戸川RC須賀様…50周年参加ありがとうござ

いました 
西川君…上野さん金婚式おめでとうございます。

柴田さんご長男の結婚おめでとうございます。
東分区ＩＭ、東京東江戸川RC創立50周年式典
ご参加の会員の皆様ご苦労様でした 

山本(昌)君…本日の卓話宜しくお願いします 
稲山君､田中君､髙橋君…山本(昌)さん本日の卓

話楽しみにしております 
中島君…山本(昌)さん本日の卓話楽しみにして

おります。勉強させて頂きます 
飯田君…稲山さん先日はお世話になりました 
川野君…地区青少年交換留学生チエさんを宜し

くお願い致します 
横山君､荒井君､柴田君､大野平君､市川君…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 
増田君…チエさん日本語少し上達され大変楽しいです 
渡邊君…チエさんこれから日本を楽しんで下さい 
多賀君…指名委員会ありがとうございました 
岡本君…指名委員会ご苦労様でした 
松井君…多賀さんお疲れ様でした。スムースな

スタートで楽しみです 
飯田君…後関さん今回はお世話になりました 
稲山君…鹿野さん先日はヒマラヤの本をありが

とうございました。思い出がよみがえりました 
小林君…荒井さん･久保さん、大変 大変 大変お

世話になりました。ありがとうございました 
伊東君…柴田さん先日はありがとうございました 
岩﨑君…台北に行けずにすみませんでした 
佐久間(唯)君…松井さん先日は大変お手数をお

掛け致しました/大野平さんこの間は美味し
い魚をありがとうございました 

髙橋君…東京東江戸川RC創立50周年式典で千玄
室氏の人の為にやりましょうとの言葉が印象
に残りました 

佐久間(道)君､大野(達)君､岩楯君…ニコニコ頑張れ! 
岩倉君､関口君…ニコニコご苦労様です 
鹿野君…先日はつまらない卓話ご清聴ありがと

うございました 

本日合計         67,000 円 

今期累計 1,039,000 円  

ニコニコ 
ボックス 

松坂順一ガバナー公式訪問 
お礼状 

上野操 会員 
金婚式お祝い 

柴田憲男 会員 
ご長男結婚お祝い 


