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[本日の卓話] ２月２５日    
「 防災講和(災害時) 」 

 
東京消防庁 江戸川消防署  

予防課長 渡邉至誠 様 
 

（ 紹介者 ： プログラム委員会 ） 

 

[次回の卓話] ３月４日               
「 新時代への始動  

～２０ＸＸ未来の姿～ 」 
 

当クラブ会員 岩﨑高章 君 
 
 

――――――  第２５０２回  ２０１９年２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 

○ゲストスピーカー１名 

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 

○ご来賓・ビジター・ゲスト … なし 

■出席状況報告（前々回訂正出席率） 

  47名中  38名出席  出席率 90.48％(1/21…100％) 

■２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  森会員 ） 

■会長報告 

〇1/29(火)タワーホール船堀で開催の東京商工会議

所江戸川支部の賀詞交歓会に出席しました 

〇忘年家族会の慰労会が2/1(金)にビヨンドで総勢

14名にて開催されました。SAA・親睦活動委員会・

関係各位の皆様、ありがとうございました 

■幹事報告 

〇ガバナー月信・ロータリーの友２月号をラックへ

配布しました 

〇いわき勿来RCより週報が届きましたので各テーブ

ルで回覧下さい 

〇例会終了後、4F「402会議室」において理事役員会

を開催します 

〇２月のロータリーレートは、1ドル＝110円です 

〇Ｒ財団と米山記念奨学会より確定申告用領収証が

届きましたので、ラックへ配布しました。お忘れ

なき用お持ち帰り下さい 

〇休会のお知らせ。来週2/11(月)建国記念日の為、

翌週2/18(月)はタワーホール船堀休館日の為 

「休会」となります 

〇地区大会のお知らせ。2/21(木)は地区大会 本会議

です。場所→ホテルニューオータニ、時間→13時

点鐘、当クラブからは25名が登録していますので

宜しくお願いします 

〇㈱クマヒラより｢抜萃のつづり」その78を寄贈頂き

ましたので、ラックへ配布しました 

■委員会報告 … なし 
■本日の卓話  
「 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 ） 

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 №２４ 第２５０３回 ２０１９年２月２５日 

<< タワーホール船堀 PHOTO GALLERY >> 



                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
日 時：２０１９年２月４日(月) 
場 所：タワーホール船堀 4Ｆ「402 会議室」 
出席者：西川､多賀､稲山､山本(昌)､伊東､岩楯､ 

田中､森､久保田､山本(和)､横山､松井､ 
大野平､久保､野﨑(以上 15 名) 

 
＜協議事項＞ 
１. 次年度地区役員･委員 就任依頼の件(承認)  

→上野操会員…地区諮問委員会委員、 
地区危機管理委員会委員、地区法務担当、 
 

２. 創立55周年記念事業 収支報告の件(承認) 
→収支報告書を承認し、同事業に係る補
正予算を承認 
 

３. 忘年家族会 収支報告の件(承認) 
 

４. 山本和夫会員 療養の為出席免除の件(承認) 
→手続きを経たうえで4/1より適用 
 

＜報告事項＞ 
１. １月会計報告 
 

 

 

 
江戸川区危機管理室 上戸様…1/28の卓話ありが

とうございました 
小林君…本日の卓話、当院歯科口腔外科部長の 

酒井英紀先生を宜しくお願い致します 
久保君…本日の卓話、酒井先生宜しくお願い申し

上げます 
【誕生日祝いを頂いて】宇田川君…お蔭様で90才

を迎えました/岡本君…2/11に72才お蔭様です
/森君…65才になりました。きれいな年寄りに
なりたいです 

【奥様誕生日祝いを頂いて】荒井君､稲山君…あ
りがとうございます/西川君…いつも元気でい
る妻に感謝です。これからも一緒に楽しい人生
を過ごしましょう/多賀君…花を贈って頂きあ
りがとうございました。家族で誕生日祝いをし
てきました 

【結婚記念日祝いを頂いて】岩倉君…山王日枝神
社で挙式､ホテルニュージャパンで披露宴をし
54年になります/金子(正)君…今月の28日に51
年になります/伊東君…何年経ったか？思い出
して41年経ちました 

【出席100％祝いを頂いて】横山君…お蔭様で34
回になりました/宇多君…出席免除メンバーに
なって約10年、100％出席のお祝いを頂きまし
た。何ともおもはゆいのですが例会出席はメン
バーの基本、これからも頑張ります/須賀君…
18回目です/関口君…14回目です。良く持ちま
した/西川君…入会して丸12年となりました。
月日の早さを感じます/渡邉君…入会させて頂
き1年が経ちました。これからも宜しく御指導
お願い致します/鹿野君…入会させて頂きやっと
1年が経ちました。今後共宜しくお願い致します 

稲山君､山本(昌)君､森君､芦﨑君､柴田君､小林君､
伊東君､鹿野君…西川会長  忘年家族会慰労会
ではご馳走様でした。ありがとうございました 

大野平君､佐久間(唯)君…西川会長･稲山副会長･
山本幹事･忘年家族会慰労会ご出席の皆様、大
変お世話になりありがとうございました 

山本(昌)君､柴田君…佐久間(唯)さん、忘年家族
会慰労会で美味しい食事をありがとうござい
ました 

中島君…西川会長欠席してすみませんでした 
市川君…先週の防災の卓話は大変勉強になりま

した。意識が改まりました。忘年家族会慰労会
は楽しく過ごさせて頂きました 

松井君…今日は春が来たと思うほど暖かい日で
すね。気温差で風邪などひかぬよう特にインフ
ルエンザは要注意です 

多賀君…田中さん･大野平さん･中島さん･髙橋さ
ん先日はありがとうございました 

小林君…森田さん･須賀さん･関口さん･荒井さん
先日はありがとうございました 

髙橋君…先週インフルエンザＡ型となりましたが、
ゾフルーザという新薬により回復出来ました 

増田君…家族会の写真ありがとうございます 
山本(和)君､関口君､岩楯君､髙橋君…ニコニコご

苦労様です。頑張って下さい 

本日合計            105,000 円 

今期累計 2,040,000 円  

ニコニコ 
ボックス 

２０１８－１９年度 
２月理事･役員会報告 

忘年家族会 慰労会 
２０１９年２月１日(金) 18:30～ ビヨンド 

三役･SAA・親睦活動委員会 14 名出席  

宇田川会員 90 才！ 

誠におめでとうございます 

２月誕生日おめでとうございます 


