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[本日の卓話] １０月２１日       
「 高齢者運転事故防止 」 

   
警視庁 小松川警察署 交通課長 時任 一郎 様 

（紹介者：当クラブ会員 大野平 君） 
 

 

[次回の卓話] １０月２８日            
「理想から現実へ、 

このタワーホール船堀から始まった金魚物語」 
  

㈱UWS ENTERTAINMENT 代表取締役 宮澤雅教 様 

（紹介者：当クラブ会員 川野克博 君） 
 

━━━━━━  第２５２９回  ２０１９年１０月７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  
川 井   学 様（ 葛西警察署 生活安全課 ） 

●ご来賓１名 
稲 垣 純 一 様（ 地区大会実行委員長 ） 

◆出席状況報告（前々回訂正出席率） 
  46名中  38名出席 出席率90.48％ ( 9/9…100％ ) 
◆１０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  小黒会員 ） 
◆会長報告 
●地区大会実行委員長 稲垣様より、地区大会ご案内・
登録お願い 

●日本のロータリーが 2020 年に 100 周年をむかえる
にあたり、記念のピンバッジを皆様のラックへ配布
しました。身に着けてロータリー100周年を宣伝し
て下さい 

●11/11(月)例会終了後臨時総会を開催しますので会
員の皆様はご出席お願い申し上げます。議案は会費
についてです 

◆幹事報告 
●10月のロータリーレートは１＄108円です 
●例会終了後、｢藤の間」において理事役員会を開催し
ますので、理事役員の皆様は出席をお願いします 

◆委員会報告 
●広報･雑誌･ＩＴ委員会(柴田委員長)…10月号のガバ
ナー月信・ロータリーの友、バギオだよりをラック
へ配布しました ご一読下さい 

●ロータリー財団委員会(松井委員長)…10/24の世界
ポリオデーに向け、ポリオプラスに関する資料を  
ラックへ配布しました ご一読下さい 

●米山奨学委員会(関口委員長)…10月の米山月間に 
因み｢ロータリー米山豆辞典2019-20年度版」が届き
ましたのでラックへ配布しました ご一読下さい 

●社会奉仕委員会(田中副委員長)…先週募りました
「2019年8月九州北部豪雨災害」支援金は 42,000円
となりました。皆様のご協力に感謝申し上げます 

●職業奉仕委員会(田中委員長)…10/2(水)渋谷アイビ
ーホールで開催の地区職業奉仕セミナーに、多賀会
長・久保幹事・田中の3名で出席しました 

●クラブ基金委員会(山本(和)委員長)…本日岩楯会員
よりクラブ基金にご寄付を頂きました 

●ゴルフ同好会(鹿野委員長)…10/9(水)東分区懇親ゴ
ルフ大会は 12名参加です。当日は同好会の第 1回コ
ンペも兼ねますのでご参加の皆様は宜しくお願い申
し上げます。第 2回は 11/7(木)佐倉 CCで行います、
ご案内出来次第送らせて頂きます 

◆本日の卓話 
「特殊詐欺の発生状況と抑止対策について」 

 
葛西警察署 生活安全課 川井 学 様 

（紹介者：当クラブ会員 関口眞司 君） 

Weekly Report 

ロータリーは世界をつなぐ  

ROTARY CONNECTS THE WORLD 

ＲＩ会長  マーク･ダニエル･マローニー  

『信頼』それが我らのロータリー 
“ Trust ” That's our Rotary 

東京江戸川ロータリークラブ会長 多賀之雄 

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.５６ №１２ 第２５３０回 ２０１９年１０月２１日 

<< 行船公園（平成庭園・源心庵） >> 



                                 

 

 

 

 

 

 

小黒 将年 君 
１９７１年(Ｓ４６年) 
１０月２日生 

 
 
 
職 業 分 類：建築設計業 
事 業 所：㈱小黒将年建築設計事務所 
役   職：代表取締役 
入 会 日：２０１９年９月３０日 
推 薦 者：荒井知久 
所属委員会：会場監督 

 

 

 
 
 
日 時：２０１９年１０月７日(月) 

場 所：タワーホール船堀 2Ｆ「藤の間」 

出席者：多賀､山本(昌)､久保､髙橋､田中､ 

稲山､岩楯､横山､西川､馬目 (RAC 委員長 ) 

大野平［記録係：小林］(以上 12 名) 
 
＜協議事項＞ 

１. ローターアクト例会 卓話の件…承認 

毎月会員が卓話に行く 

２. ローターアクト活動 協力の件…承認 

ローターアクターが行っている活動に協力する 

３. 11月の財団月間 寄付の件…承認 

例年通り 

４. 忘年家族会 招待者及びゲスト参加費の件…承認 

例年と同様とする 

５. 忘年家族会 ドレスコードの件…承認 

ノーネクタイとする。但し、ジーンズは不可、

程々のカジュアルとする 

６. 三菱UFJ銀行 口座開設及びBiz STATION 申し

込みの件…承認 

７. 臨時総会 開催の件…承認 

11/11(月)例会終了後に開催する。議案：会費について  

８. ハワイ国際大会の件…承認 

㈱エス･プランナーの提案を採用する 

９. 職業分類表の件…承認 

建設設計と建築設計がダブっている為、 

建設設計を削除する 

１０. 地区大会の件…承認 

2/13出発・2/15帰着として、行程を提案する 

＜報告事項＞ 

１. ９月収支報告 

２. 法被を40枚購入しました。代金は一般会計よ

り支出します 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
横山君…小黒さん入会おめでとう。今年度第1号

です。増強委員長としても期待しています 

市川君､馬目君…小黒さんこれから宜しくお願い

します 

関口君…本日の卓話  葛西警察署  生活安全課  
川井学様を宜しくお願い致します 

山本 (昌 )君､森君､鹿野君…川井様  本日の卓話 
楽しみにしております 

髙橋君…今回の卓話は我々にとって参考になる
｢特殊詐欺の発生状況と抑止対策｣についてで
すので、しっかり聞いて活かしたいと思います 

【誕生日祝いを頂いて】

小黒君… 10/2に 48才

になりました。前回

入会させて頂きまし

た。どうぞ宜しくお

願いします 

【奥様誕生日祝いを頂

いて】増田君､梅田君､

髙橋君…誕生日祝いの花を頂きありがとうご

ざいます/金子(栄)君…お蔭様で85才多少モー

ロクしましたが元気に過ごしております 

【結婚記念日祝いを頂いて】宇田川君…何とか二

人とも元気に頑張っています/松井君…昔はお

互いに若かったんですけどネ！継続は力なり/

西川君…結婚丸40年になりました。妻に感謝し

ております/鹿野君…すっかり忘れていました

が45年となりました。早いものです 

岡本君…日本のロータリー100年おめでとうございます 

飯田君…宇多さん一昨日は家内が大変お世話に

なりありがとうございました 

松井君…本日は所用により早退させて頂きます 

多賀君…松井さん･田中さん･岩楯さん先日はあ

りがとうございました 

馬目君…多賀会長RACのピンバッジ寄贈頂きあり

がとうございます。喜びます 

大野平君…岡本さん･関口さん･柴田さん･佐久間

さん先日は会員増強Ｆグループ会議に参加頂

きありがとうございました 

柴田君…先日の会員増強のグループ会議は大変

勉強になりました。岡本さん･大野平さんあり

がとうございました 

市川君…小林さん昨日はありがとうございました 

須賀君､山本(和)君…ニコニコ頑張れ！ 

川野君…ニコニコご苦労様です 

本日合計           74,000 円 

今期累計  873,000 円 

ニコニコ 
ボックス 

新入会員紹介 

２０１９－２０年度 
１０月理事･役員会報告 

［ 哀悼 ］ 

当クラブ名誉会員 大澤恒也様におかれま

しては、9 月 28 日にご逝去されました。

(享年 103 歳) 

ここに謹んで哀悼の意を表し、ご冥福を 

お祈り申し上げます。 

１０月誕生日 
おめでとうございます 


