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[本日の卓話] ２月４日  
「 高齢化社会に必要な 

“お口の健康”を考える  」 
 

社会医療法人社団 森山医会 森山記念病院 

歯科口腔外科部長  酒井英紀 様 
 

（ 紹介者 ： 当クラブ会員 森清正 君 ） 

 

[次回の卓話] ２月２５日               
「 防災について 」 

 
東京消防庁 江戸川消防署 小松川出張所 

 
（ 紹介者 ： プログラム委員会 ） 

 

――――――  第２５０１回  ２０１９年１月２８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 
○ゲストスピーカー２名 
上戸 美景 様 江戸川区 危機管理室 防災危機管理課計画係 主査 
篠原 恭平 様 江戸川区 危機管理室 防災危機管理課計画係 係員 

○ご来賓１１名 
増田 稔 様  増田一美会員 御長男 
須賀玲子 様  須賀雅文会員 令夫人 
宇田川修平 様  ㈲瑞江セレモ 
野澤一恵 様  ㈲瑞江セレモ 
西原 彩さん    江戸川区立篠崎中学校２年 
竹腰圭祐さん   江戸川区立篠崎中学校２年 
山口有亜さん   江戸川区立松江第五中学校２年 
河原井裕也さん 江戸川区立松江第五中学校２年 
初谷奏風さん   江戸川区立松江第五中学校２年 
清水遥香さん   江戸川区立松江第五中学校２年 
小林優輝さん   江戸川区立松江第五中学校２年 

○ビジター１名 
嶋村文男 様（ 東京東江戸川 RC ） 

■出席状況報告（前々回訂正出席率） 
  47名中  39名出席  出席率 92.86％(1/7…100％) 
■会長報告 
〇チャレンジ･ザ･ドリーム体験中の中学生より自己
紹介 

■幹事報告 
〇今週金曜日2/1ビヨンドにて忘年家族会慰労会を
開催します。SAA・親睦活動委員会・関係各位の出
席予定者は宜しくお願いします 

〇例会部屋変更のお知らせ。次週2/4(月)例会は7Fチ
ャペルでの開催となります 

■委員会報告 
〇青少年奉仕委員会(川野委員長)…青少年奉仕情報
が届きましたので各テーブルで回覧下さい 

〇セ･ソウル RC 委員会(関口委員長)…セ･ソウル RC
創立 51 週年記念例会ツアーの詳細が決定しまし
た。多くの参加をお待ちしています 

〇次年度 久保幹事…1/25(金)アンフェリシオンにて 
次年度東分区第 1回会長･幹事会が開催され、多賀
会長エレクト・久保が出席しました 

■本日の卓話  
「江戸川区に起こるかもしれない  

大きな水害について」 
 

江戸川区危機管理室 防災危機管理課計画係 

主査 上戸美景 様 

係員 篠原恭平 様 
 

（ 紹介者 ： プログラム委員会 ） 

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 №２３ 第２５０２回 ２０１９年２月４日 

<< タワーホール船堀 PHOTO GALLERY >> 



                                 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ジケーター・ロータリークラブ（米国アラバマ州）
会員のマーク・ダニエル・マローニー国際ロータ
リー会長エレクトは 1 月 14 日(月)、米国カリフ
ォルニア州サンディエゴで開催中の次期ガバナ
ーエレクトへの研修行事である国際協議会で、
2019-20 年度の会長テーマ、「ロータリーは世界を
つなぐ」を発表しました。 

 
（Rotary International HPより） 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
＜誕生日お祝い＞ 

宇田川君 岡本君 森君 ２月お祝い 
＜奥様誕生日お祝い＞ 

荒井君 稲山君 西川君 多賀君 
＜結婚記念日お祝い＞ 

岩倉君 金子(正)君 伊東君 
＜例会出席 100％お祝い＞ 

横山君(34 回) 宇多君(20 回) 
須賀君(18 回) 関口君(14 回) 
西川君(12 回) 渡邉君(1 回) 
久米君(1 回)  鹿野君(1 回) 
 

 
 

 
 
東京東江戸川 RC嶋村様…いつもお世話になりあ

りがとうございます。3月の沖縄ＲＹＬＡ(ライ
ラ)参加登録のご協力を宜しくお願い致します 

山本 (和 )君…奥様誕生日祝いを頂きありがとう
ございます。大変素晴らしいお花でした 

梅田君…江戸川区の水害の卓話について大変興
味深くお聞きしたいと思います 

髙橋君…当金庫誕生は水害が原因なので、本日の
卓話を楽しみに参考としたいと思います 

須賀君…松江第五中学校チャレンジ･ザ･ドリー
ム生徒の皆様を宜しくお願いします 

宇多君…チャレンジ･ザ･ドリームの皆さん、よう
こそ 

柴田君…職場体験の中学生の皆様いらっしゃい
ませ。葛西昌医会病院にも松江第二中学校の 
生徒さんがきています。本日は減塩食体験して
います 

岡本君…元メンバー白子英城さん新書発表おめ
でとうございます。皆様もご購入宜しくお願い
致します 

飯田君…小林さんいろいろお世話になりありが
とうございます 

横山君…記念誌 区役所に届けました 
森田君…大阪なおみ感動した。ありがとう 
渡邉君…大坂なおみさん優勝、世界ランキング 

１位おめでとうございます 
関口君…宇田川さん先日はお世話になりました 
多賀君…人生で又一区切りつきました 
久保君…今週も4回、来週(来月)も新年会が続き

ます。体力勝負!?皆様お体を大切に!頑張りま
しょう 

小林君…久保さん先日は大変お世話になりまし
た/大野平さんありがとうございました 

大野平君…荒井さん･多賀さん先日は大変お世話
になりました /横山さん･久保さん工場協会お
疲れ様でした 

市川君…先週のフォーラムでは皆様の貴重なご
意見が大変勉強になりました 

佐久間 (唯 )君…伊東さん写真ありがとうござい
ました 

増田君､中山君…ニコニコ頑張れ 
川野君､伊東君…ニコニコご苦労様です 
 

２月受付当番 後関君、須賀君、岩楯君 
 
 

 

 

本日合計               59,000 円 

今期累計 1,935,000 円  

ニコニコ 
ボックス 

2019-20年度ＲＩ会長が 
テーマを発表 

(有)瑞江セレモ (須賀会員) ／ 東京マスダ学院 (増田会員) 
チャレンジ･ザ･ドリーム体験中 
（ 江戸川区立 松江第五中学校・篠崎中学校 ２年） 

２月１８日(月)は休会です 

（ タワーホール船堀 休館日の為 ） 


