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[本日の卓話] １１月１９日    
「 当金庫１００年の歩み 」 

    
当クラブ会員 髙橋桂治 君 

 

[次回の卓話] １１月２６日            
「  都市計画という仕事 」 

    
当クラブ会員 芦﨑哲雄 君  

――――――  第２４９３回  ２０１８年１１月１２日  例会報告  ―――――― 
 

■点鐘・ロータリーソング 
「 我等の生業 」「 紅葉 」 

■来客紹介 
○ご来賓…３名 
斉 藤  実 様（ 東分区ガバナー補佐 ） 
栗 山 義 広 様（ 東京臨海ＲＣ直前会長 ） 
本 多 信 雄 様（ 東京臨海ＲＣ会長 ） 

○ビジター・ゲスト…なし 
■出席状況報告（前々回訂正出席率） 
  49名中 38名出席  出席率 92.68％(10/29…100％) 
■１１月のお祝い 
○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 
〇東京臨海RC 栗山直前会長、本多会長より 11/22
に新クラブ（臨海西ＲＣ）立ち上げについて報告 

〇斉藤ガバナー補佐より東分区ＩＭ参加御礼。大勢
の参加ありがとうございました 

〇菅谷会員 自身の病状について説明 
〇11/7(水)亀戸 須田で開催された第4回東分区 
会長・幹事会へ出席しました              

■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 

〇バギオだよりをラックへ配布しました 
〇地区大会が 2019 年 2 月 21 日(木)ホテルニュー 

オータニで開催されます。ご案内を FAX しますの
で大勢の登録をお願いします 

〇15 日(木)は、創立 55 周年記念式典「慰労会」で
す。茅場町の洋食ダイニング itumo で 18時より
開始しますので ご参加者は宜しくお願いします 

■委員会報告 
〇台北東 RC 委員会(多賀委員長)…11/3～11/6 姉妹
クラブ台北東 RC 創立 55 周年記念式典行事に、  
会員・奥様 総勢 29名で出席し、例年同様 歓待を
受けました。ニコニコも沢山頂戴しありがとうご
ざいました 

〇55 周年記念誌編集委員会(伊東副委員長)…記念
誌の原稿ゲラ刷りがあがってきましたので、校正
作業を何人かで行います 

〇Ｒ財団委員会(中山委員長)…Ｒ財団への寄付
11/26(月)まで受け付けします 

〇IAC 委員会(柴田委員長)…11/11(日)関東第一高
等学校で開催された IAC合同活動に、川野青少年
奉仕委員長・柴田の２名で参加しました。2/24ロ
ータリーファミリー交流会を予定しています 

〇高橋会員より…小松川信用金庫 100 周年記念式
典・祝賀会への参加御礼 

■本日の卓話 
 

「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 

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 №１５ 第２４９４回 ２０１８年１１月１９日 

<< タワーホール船堀 PHOTO GALLERY >> 



                                 

 

 
 
 
日 時：２０１８年１１月１２日(月) 
場 所：タワーホール船堀 2Ｆ「藤の間」 
出席者：西川､稲山､山本(昌)､伊東､ 

田中､川野､久保田､森田､松井､久保 
(以上 10 名) 

＜協議事項＞ 
１. 菅谷政樹会員 病気による出席免除の件(承認) 
２. 山本和夫会員 病気による出席免除期間 延長の件

(承認) 
３. 地区大会 選挙人の件（承認） 
４. 年次総会 開催日の件（12/10開催で承認） 
５. 理事役員候補者指名委員会内規  改正(案)

の件…（12/10の年次総会で改正） 
６. 忘年家族会 招待者及びゲスト参加費の件

(会長･幹事へ一任) 
＜報告事項＞ 
１. １０月会計報告…伊東会計より 

 

 

 

 
東京東江戸川RC茂手木様…11/5卓話をさせて頂いて 

東分区ガバナー補佐 斉藤様…先日は東分区インタ

ーシティーミーテイングに大勢参加頂きお蔭様で

成功裡に終わりました。ありがとうございました 

東京臨海RC栗山直前会長､本多会長…本日皆様にご

報告ありまして宜しくお願いします 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
誕生日祝いを頂いて  飯田君…お蔭様で、健康で誕

生日を迎えられます/横山君…78才になり大部く
たびれてきましたが気力 7割で頑張ってます /  
宇多君…80才になりました。眼科医になって55年、
ほぼ毎日眼病との闘いに明け暮れて一年が過ぎて
行きます。後輩の眼科医の教育も行っており、と
にかく毎日が忙しい/久保君…59才になりました。
来年は60才！赤いチャンチャンコです(笑) 

奥様誕生日祝いを頂いて  横山君…ありがとうござ
いますと言ってます/金子(正)君…立派な花が届
きました/松井君…いつもお世話になります。感謝
しています/田中君…お祝いのお花を頂きまして
ありがとうございます /柴田君…64才になる糟糠
の妻には大変面倒をかけました。かけ続けていま
す/佐久間(唯)君…何時もありがとうございます 

結婚記念日祝いを頂いて  増田君…台北訪問が結婚

記念日のお祝いになりました /佐久間 (道 )君… 

結婚記念祝いを頂きました。58回目になりました

/森田君…42年目に入りました/岩楯君…32年目に

入ります。私も来年1/20で60才になります/小林君

… 28年経ちました。よく我慢してくれていると 

感謝感謝です 

出席 100％祝いを頂いて  佐久間 (道 )君… 48回を頂

きました/梅田君…30回目のお祝いを頂き誠にあ

りがとうございました/佐久間(唯)君…3年が経ち

ましたが何とか続いています /中島君…皆様の 

ご指導のお蔭で3年目を迎えることが出来ました。

引き続き宜しくお願い申し上げます 

大野 (達 )君､宇多君､金子 (正 )君､渡邉君､鹿野君… 

久米さん、本日の卓話楽しみにしています 

伊東君…久米さん、初めての卓話楽しみにしています 

西川君…中山さん11/5の例会ではお世話になりまし

た。ありがとうございます/台北東RCの記念例会に

出席された会員及び奥様方ご苦労様でした。そし

てありがとうございました 

多賀君…台北東RC創立55周年記念式典ご参加の皆様

ありがとうございました 

増田君､岩倉君､松井君､稲山君…台北東RC訪問では

西川会長･多賀委員長はじめ皆様に大変お世話に

なりありがとうございます 

岡本君､森田君､大野平君､市川君…台北東RC訪問で

は皆様に大変お世話になりました 

梅田君…台北東RC訪問では多賀さんご夫妻に大変お

世話になり楽しい旅行が出来ました。ありがとう

ございました 

荒井君…台北東RC創立55周年記念例会に出席された

皆さんお世話になりました。多賀さんご苦労様でした 

芦﨑君…台北東RC記念例会参加の皆さんお疲れ様で

した。無事帰国良かったです 

髙橋君…昨日の創立100周年記念式典並びに加山雄

三コンサートに出席頂きましてありがとうござい

ました 

久保田君…小松川信用金庫創立100周年おめでとう

ございます。今後の益々のご発展を期待致します 

佐久間 (道 )君､横山君､岩楯君､川野君､大野平君… 

髙橋さん、小松川信用金庫創立100周年おめでとう

ございます 

上野君､荒井君…髙橋さん、小松川信用金庫創立100

周年おめでとうございます。記念品をありがとう

ございました 

稲山君､中島君…髙橋さん、小松川信用金庫創立100

周年記念式典ではありがとうございました 

増田君､金子(正)君､多賀君…髙橋さん、小松川信用

金庫創立100周年おめでとうございます。すばらし

い式典でした 

中山君､宇多君､山本(昌)君､柴田君…髙橋さん、小松

川信用金庫創立100周年記念式典、加山雄三の歌に

皆感動していました 

岡本君…加山雄三さんに元気を貰いました。髙橋さ

んありがとうございました 

松井君…髙橋さん、欠席にもかかわらずお土産を頂

き恐縮致します。ありがとうございました 

山本(昌)君…多賀さん写真ありがとうございます 

川野君…地区IAC合同活動では柴田IAC委員長お世話

になりました/大野平さんありがとうございました 

大野平君…横山さん新潟ではお世話になりました 

本日合計               154,000 円 

今期累計 1,223,000 円  

ニコニコ 
ボックス 

２０１８－１９年度 
１１月理事･役員会報告 

１１月誕生日おめでとうございます 


