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[本日の卓話] 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） 

 

[次回の卓話] ４月１５日          
「 第１回ＲＹＬＡセミナー報告 」 

 
ＲＩ第２５８０地区ＲＹＬＡ委員長 

嶋村 文男 様 

（紹介者：当クラブ会員 川野克博 君） 

――――――  第２５０８回  ２０１９年４月１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 
 青 木   満 様（ 丸泰土木㈱営業部長 ） 
○ビジター・ゲスト … ２名 
 須 賀 精 二 様（ 東京東江戸川ＲＣ ） 
 大 澤 文 誉 様（ 大澤恒也名誉会員ゲスト ） 
■出席状況報告（前々回訂正出席率） 
  45名中  40名出席  出席率 97.55％ (3/18…100％) 
■４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  髙橋会員 ） 
■会長報告 

〇3/27(水)セ・ソウルRC創立51周年記念例会に出席しま

した。詳細は関口委員長より報告します 

■幹事報告 

〇ガバナー月信・ロータリーの友４月号が届きましたの

でラックへ配布しました 

〇昨年8/5に沖縄で開催された第55回IAC年次大会の報告

書が届きましたので登録及び登録寄付を頂いた方の 

ラックへ配布しました 

〇5/13(月)開催の聴導犬チャリティーディナーのご案内

リーフレットが届きましたのでラックへ配布しました。

ご出席される方は 幹事の山本(昌)へお知らせ下さい 

〇例会終了後｢松･桜の間｣で４月合同理事役員会を開催

します 

〇４月のロータリーレートは、1ドル＝110円です 

■委員会報告 

〇セ･ソウルRC委員会(関口委員長)…3/27(水)セ･ソウルRC

創立51周年記念例会に4名で出席し、例年通りの歓待を受

けて参りました。また、現会長・次々期会長にはとてもお

世話になりました。姉妹クラブ締結をして来年度で30年に

なりますので、来年は大勢の参加をお待ちしています 

〇多賀会長エレクト…①3/27(水)ﾊｲｱｯﾄﾘｰｼﾞｪﾝｼｰ東京で開催

のPETSに出席しました ②4/5(金)18:30～割烹｢いこい｣

で第2回被選理事役員会を行います。次年度理事・役員・

関係各位の皆様宜しくお願いします 

〇釣り同好会(後関委員長)…3/31(日)釣った魚を食べる会

には15名の会員・ご家族に参加頂き、いつものように時間を

忘れて楽しい時を過ごしました。ありがとうございました 

〇 IAC委員会 (柴田委員長 )…① IAC顧問教師総会が

4/13(土)16時～潤徳女子高等学校にて開催されます。 

参加可能な方はお願いします ②安田学園IAC発足式 

並びに結成認定状授与式が6/9(日)10時～安田学園にて

開催されます。参加可能な方はお願いします 

〇青少年奉仕委員会(川野委員長) …①2020年7月からの

青少年交換学生の派遣学生募集について10名程度募集

します。応募は5/31迄です ②フェルダンダ チエさん、

４月以降も荒井さんがホストファミリーとなります 
■本日の卓話  
「 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 

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 №３０ 第２５０９回 ２０１９年４月８日 

<< タワーホール船堀 PHOTO GALLERY >> 



                                 

 

 
 
 
日 時：２０１９年４月１日(月) 
場 所：タワーホール船堀 2Ｆ「松･桜の間」 
出席者：西川､多賀､稲山､山本(昌)､伊東､森､ 

川野､久保田､森田､横山､松井､久保､ 
野﨑＜次年度＞小林､佐久間､髙橋 

((以上 16 名) 

＜協議事項＞ 

１. 馬目圭造氏 入会の件(承認) 

…入会日は4/22(月)とする 

２．すくすくプロジェクト協賛の件(承認) 

  …今年度は協賛しない 

３．事業所見学会開催の件(承認)  

…5/24(金)-25(土)で開催。参加費は40,000円 

４．クールビズ実施の件(承認) 

…5/13(月)～9月末迄実施する。 

但し、8/26(月)ガバナー公式訪問日は除外 

＜報告事項＞ 

１．３月会計報告 

＜協議事項（次年度）＞ 

１．次年度 R 財団･米山奨学会 寄付目標の件(承認) 

  …目標は 230 ドルとする 

２．東分区ＩＭの件(承認) 

…次々年度 2020-21年度当クラブがホスト 

クラブの為、実行委員会を立ち上げる。 

実行委員長  松井さん 

実行副委員長 荒井さん 

＜報告事項（次年度）＞ 

１．次年度の主要スケジュールについて 

（2019 年） 

４月５日   第２回被選理事役員会 

        割烹 いこい 

４月25日   第１回クラブ協議会 

        四季交楽 然 

６月10日   第２回クラブ協議会 

７月１日   初例会（２５１９回） 

７月6日～14日 バーリンゲイム交換留学生来日 

７月22日   第３回クラブ協議会 

７月28日～29日インターアクト年次大会 

８月26日   第４回クラブ協議会 

       （新本ガバナー公式訪問） 

９月21日   東分区ＩＭ（ホスト:江東RC） 

        ホテルイースト21 

10月９日   東分区懇親ゴルフ大会 

        千葉カントリークラブ野田ｺｰｽ 

12月９日   クラブ年次総会 

12月25日   忘年家族会 

        ディズニーシー・ホテルミラコスタ 

（2020年） 

2月12日～13日 地区大会（ホスト：那覇南RC） 

沖縄コンベンションセンター 

6月6日～10日 国際大会（ハワイ・ホノルル） 

 

 

 
 
東京東江戸川RC須賀様…お世話になります 
【誕生日祝いを頂いて】増田君､上野君…ありがとうござ

います/大野(達)君…お祝いありがとう84才です。達者
ですねくどく言われる年となり/松井君…佐久間さんか
ら声掛けを頂くまで忘れていました。実年令と精神年令
の乖離に戸惑っています/柴田君…65才高齢者グループ
の仲間入りです。介護保険使えるようになります/中島
君…元号も令和に代わり気分も一新1年間頑張っていこ
うと思います/髙橋君…もう直ぐ65才かと思うとあっと
言う間でした。今日の入庫式は18～22才の若い新入社員
でしたので年の差を感じてきました 

 

 

 

 

 

 
【奥様誕生日祝いを頂いて】宇田川君…ありがとうござい

ます/伊東君…美しい花をありがとうございますと言っ
ていました/鹿野君…永年寄り添ってもらい感謝 

【結婚記念日祝いを頂いて】岡本君…4/5奥様も初々しい
時がありました/宇多君…幸いお互い健康です/後関君
…42年目になります。無事に過ごしております/久保君
…何回目か忘れましたが昨日二人で銀ブラしてから荒
井さんのご親戚の鰻屋さんで食事しました/芦﨑君…結
婚33年目になります/中島君…結婚25周年になりました。
引き続き妻を大事にして離婚されないように頑張ります 

【出席100％祝いを頂いて】岩倉君…ありがとうございます/
小林君…入会させて頂いて8年が経ちましたが、まだまだ勉強
する事が沢山あります。これからも御指導をお願い致します 

梅田君…本日の卓話、毎年の様に沖ノ鳥島の工事の報告を
させて頂きます 

西川君､宇多君､伊東君､佐久間君…梅田さん本日の卓話 
楽しみにしています 

上野君､岡本君､横山君､田中君…新元号｢令和｣に決まりま
した。誠におめでとうございます 

山本(昌)君…｢令和｣良い響きです 
後関君…昨日は楽しい会になりました。ありがとうございました 
岩楯君…新入社員入社式をしました。日曜日、お魚を食べ

る会大変お世話になりました 
横山君…美味しい魚食べ過ぎました。皆さんありがとう 
岡本君…魚を食す会大変おいしゅうございました 
久保田君…後関さん大変美味しい料理を沢山頂きありが

とうございました。多賀さん帰りお送り下さり誠にあり
がとうございました、感謝致します 

松井君…昨日の魚を食べる会参加させて頂きました。いつ
も乍ら後関さんのおもてなしに感謝致します 

岩倉君…魚を食べる会で後関さんや皆さんに大変お世話になりました 
鹿野君…魚を食べる会では美味しい魚をありがとうございました 
髙橋君…昨日は小松川千本桜祭の式典に出席しましたの

で魚を食べる会に出席出来ませんでした 
多賀君…荒井さん先日は大変ご厄介になりました。魚の会

では後関さん･岩楯さんご苦労様でした 
関口君…セ・ソウルでは西川会長･後関さん･須賀さんお世

話になりました。後関さんアジフライ美味しかったです 
大野(達)君…多賀さんお宝ありがとうございます 
荒井君…フェルナンダ チエが楽しくジャパンツアーに 

行っています 
川野君…髙橋さん小松川信用金庫100年史を頂きありがと

うございます。拝読させて頂きます 
佐久間君…小林さん、この度は大変お世話になりましてあ

りがとうございました 
大野平君…今日は診察の為欠席します。皆様方には大変ご

迷惑をお掛けしますが宜しくお願いします 
西川君…ニコニコの皆さんご苦労様です 

本日合計           114,000 円 

今期累計 2,565,000 円  

ニコニコ 
ボックス 

2018-19年度・2019-20年度 
４月合同理事･役員会報告 

４月誕生日おめでとうございます 


