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[本日の卓話] ４月１日     
「 ファンデーションいろいろ 」 

 
当クラブ会員 梅田 巖 君  

丸泰土木㈱営業部長 青木 満 様 

 

[次回の卓話] ４月８日           
「 緑内障について 」 

 
二本松眼科病院 副院長 

昭和大学病院 眼科准教授 植田 俊彦 様 

（紹介者：当クラブ会員 宇多重員 君） 

――――――  第２５０７回  ２０１９年３月２５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 … ３名 

 内田祐輔 様（ 地区青少年交換委員会 委員長 ） 

 フェルナンダ チエさん（ 地区青少年交換学生 ） 

 岩楯佳司 様（ 東京青年会議所江戸川区委員会 副委員長 ）  

○ビジター … １名 

 小内賢一 様（ 東京東江戸川ＲＣ ） 

■出席状況報告（前々回訂正出席率） 

  46名中  37名出席  出席率92.50％ (3/11…100％) 

■会長報告 

〇東京青年会議所江戸川区委員会よりわんぱく相撲

協賛お願い 

〇わんぱく相撲へ協賛金の贈呈。1ケ月半前に書面

にて協賛お願いを頂いておりましたので、3月理

事会にて承認を得ていますのでお渡しします 

〇地区青少年交換委員会 内田委員長より挨拶。 

フェルナンダ チエさん５分間スピーチ 

■幹事報告 

〇青少年奉仕情報第34号が届いておりますので 各

テーブルで回覧下さい 

■委員会報告 

〇セ・ソウルRC委員会(関口委員長)…今週水曜日

3/27に開催される、セ・ソウルRC創立51周年記念

例会に西川会長･須賀会員･後関会員･関口の4名で

出席して参ります 

〇ゴルフ同好会(関口委員長)…3/20(水)水海道ゴル

フ倶楽部で開催の第2回ゴルフコンペ、優勝は森田

さんでした 

■本日の卓話  
 
「 仮想通貨など 

今後の銀行の姿について 」 
 

当クラブ会員 中島 健午 君 

 

 

【誕生日お祝い】増田君、大野(達)君、上野君、 

松井君、柴田君、大野(平)君、中島君、髙橋君 
 
【奥様誕生日お祝い】宇田川君、伊東君、鹿野君  
 
【結婚記念日お祝い】岡本君、宇多君、後関君、 

須賀君、久保君、芦﨑君、中島君 
 
【例会出席 100％お祝い】 

岩倉君 (32回) 小林君(8回) 

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 №２９ 第２５０８回 ２０１９年４月１日 

<< タワーホール船堀 PHOTO GALLERY >> 

⁑４月お祝い⁑ 



                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さん、こんにちは。

私は Fernanda tie

（フェルナンダ  チ

エ）、15 歳です。ブラ

ジルから来ました。 

今日の私のスピーチ

はいつもとは少しち

がうでしょう。 

私は海洋汚染の問題

とそれがどのように

影響与えるのかについて少し話すつもりです。 

地球は 70％が大きな生物多様性を持つ海洋に

よって構成されており、海洋ごみの投棄場と

して使用されています。海洋汚染は海や海の

水域に固形廃棄物や液体汚染物質が存在する

ことを特徴としています。これは人間の活動

によるものです。主に海の動物たちは海や川

に投げ込まれた過剰なごみで多くの被害を受

けています。約 267 の海洋生物種がプラスチ

ックに脅かされていると考えられています。

破片は誤ってそれらを摂取した動物を窒息さ

せ、変形させ、そして障害することがありま

す。海に放棄された漁網や釣り糸の残骸も無

差別に怪我を与えて殺害するので危険です。

汚染は世界で増大し続けている問題であり、

ますます深刻化しています。私たちがこの問

題を認識し、プラスチックをどのように意識

的に使うか、そして、ゴミ箱にゴミを捨てて、

海の中の化学物質の事故を避けることなど、

もっと環境に注意を払うべきであると考えま

す。ご清聴、ありがとうございました。 
 
 
 
飯田君…佐久間さん先日は気配りを頂きあり

がとうございました 

西川君…ニコニコご苦労様です 

佐久間君…ニコニコにご協力頂きありがとう

ございます 
 
４月受付当番 石上君、飯田君、久保君 

 

 

 

地区青少年奉仕委員長 内田様…留学生フェ

ルナンダ チエがお世話になっております。

あと３ケ月宜しくお願いします 

荒井君…地区青少年奉仕委員会 内田委員長

ようこそいらっしゃいました 

大野平君…内田さん･フェルナンダさんようこ

そいらっしゃいました。宜しくお願いします 

増田君…フェルナンダよく来ましたね 

中島君…拙い卓話ですが宜しくお願い致します 

大野(達)君､西川君…中島さん本日の卓話宜

しくお願い致します 

田中君､芦﨑君､大野平君､鹿野君…中島さん

本日の卓話楽しみにしています 

髙橋君…本日の卓話を楽しみにそして参考に

させて頂きます 

稲山君…荒井さん･多賀さん･大野平さん先日

は大変お世話になりました。バーリンゲイ

ムRC小林さんと意義深い打ち合わせが出来

ました。ありがとうございました 

多賀君…バーリンゲイムRC小林さんが来日さ

れ派遣学生の打ち合わせをしました 

森田君…3/20のゴルフ会ありがとうございました 

関口君…第2回ゴルフ同好会コンペ参加の皆

様ありがとうございました。森田さんおめ

でとうございます 

松井君…ゴルフ同好会第2回コンペ楽しくプ

レーさせて頂きました 

荒井君…第2回ゴルフコンペ参加の皆さんお

世話になりました 

久保君…第2回ゴルフ同好会コンペ、森田さん

優勝おめでとうございます。ご参加の皆さ

んお疲れ様でした 

森君…森田さんゴルフ優勝おめでとうございます 

森田君…4/9～4/11開催される家庭集会宜し

くお願い致します 

岩倉君…孫が医師国家試験に合格しました 

渡邉君…お蔭様で本日二男が大学卒業します。

また次の大学に4月から通う事になっています 

横山君…平成最后のお花見しましょう 

岩楯君…父の四十九日がおわりました。皆様

ありがとうございます 

髙橋君…創立100周年記念誌が出来上がりあ

がりましたのでご覧下さい 

大野(達)君､岩倉君､中山君…髙橋さん立派な

100周年記念誌をありがとうございます 

岡本君…何から何まで大変お世話になります。

佐久間さんありがとう 

本日合計             76,000 円 

今期累計 2,451,000 円  

ニコニコ 
ボックス 

 

 

 

地区青少年交換学生 

 フェルナンダ チエさん 

５分間スピーチ  


