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[本日の卓話] ６月８日    
「 感染症について 」 

 
 

当クラブ会員 久米淳美さん 

 

 

[次回の卓話] ６月１５日            
「 これからのロータリー 」 

 
 

東分区ガバナー補佐 田村純治 様 
 

━━━━━  第２５４６回  ２０２０年６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 

●ご来賓２名 

 田村 純治 様  （ 東分区ガバナー補佐 ） 

 海老沼 孝二様 （ 次年度東分区ガバナー補佐 ） 

◆出席状況報告 

  会員数４４名中 ３９名出席  出席率９５.１２％ 

◆４･５･６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  金子栄一 会員 ） 

◆会長報告 

●当クラブ会員 須賀雅文 様におかれましては、                       

５月１９日にご逝去されました。(享年６５歳) 

ここに謹んで哀悼の意を表し、ご冥福をお祈りし

黙祷を捧げます。＜黙祷＞ 

入会1996年1月8日、在籍年数24年4ケ月、第52代

(2015年～2016年)会長を務められました 

●新会員 伊藤晴祥 君入会式。所属委員会は、親睦

活動委員会です 

●今年度 田村純治ガバナー補佐、次年度 海老沼孝

二ガバナー補佐よりご挨拶 

◆幹事報告 

●例会終了後、別室へ移動せず こちら｢瑞雲の間」

において合同理事役員会を開催しますので、今年

度･次年度の理事役員の皆様は出席をお願いします 

●新入会員歓迎会 延期のお知らせ。6/16予定の歓迎

会は次年度(7月以降)に延期させて頂きます 

◆委員会報告 

●広報･雑誌･ＩＴ委員会(柴田委員長)…ハイライト

よねやまをラックへ配布しました。次回のロータ

リーの友の配布は7月第1～2週になるそうです 

●次年度 岩楯幹事…①次年度第１回クラブ協議会

を6/23(火)割烹いこい で開催します。次年度理事・

役員・委員長は宜しくお願いします ②次年度各委

員長は、所属する委員会の活動方針と実施計画を

6/8(月)迄にご提出下さい ③次年度の地区大会開

催日が変更となりました。 

【変更前】2021年2月16日(火)～17日(水) 

【変更後】2021年4月 7日(水)～ 8日(木) 

ホストクラブ→東京浅草中央RC、会場→ホテルニ

ューオータニは変更ありません ④次年度のロータ

リー手帳をラックへ配布しましたので適宜ご活用

ください             → 2頁に続く 

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 №２９ 第２５４７回 ２０２０年６月８日 

<< 行船公園（平成庭園・源心庵） >> 



                                 

◆委員会報告（1頁より続き） 

●釣り同好会(後関委員長)…魚を食べる会を 

6/6(土)午前11時～ 岩楯信一さん宅の庭で

開催しますので、多くの皆様のご参加をお

待ちしております 

●クラブ奉仕委員会(山本(昌)委員長)…補助

金申請について(別紙）雇用調整助成金、 

小学校休業等対応助成金の説明 

◆本日の卓話 

「 イニシェーションスピーチ 」 

 

 

 

 

 

 
 

  

  小黒将年 君     伊藤晴祥 君 

 

 

 
 
 
日 時：2020 年 6 月 1 日(月)13:40～ 

場 所：タワーホール船堀 2Ｆ「瑞雲の間」 

出席者：多賀・後関・山本(昌)・久保・髙橋・ 

田中・伊東・稲山・岩楯・横山・荒井・ 

西川・松井・岡本・大野平・小林・ 

柴田・川野・森・鹿野・市川  

(以上 21 名) 
 

＜協議事項＞ 

１. 増田一美会員 出席免除申請の件…承認 

２. 2020年決議審議会 決議案審議の件…承認 

３. 子クラブ初例会 表敬訪問の件…承認 

 例年通り訪問する 

４. マツヤサロン・ピアニストへお中元贈呈

の件…承認 

５. バーリンゲイムへの学生派遣の件…承認 

2021年3月に延期の予定 

 

＜報告事項＞ 

１. ５月収支報告 

２. 荒井IM副実行委員長より、 

新型コロナウイルス感染拡大防止に鑑み、

東分区ＩＭ開催日を2020年10月26日(月)

→2021年3月8日(月)に延期とします。 

但し、会場は 東武ホテルレバント東京 

のまま変更なし 
 

 

 

 

田村純治ガバナー補佐…久しぶりの例会おめ

でとうございます 

海老沼孝二次年度ガバナー補佐…次年度のご

挨拶に伺いました 

伊藤君…本日からお世話になります 

小黒君…本日イニシェーションスピーチさせ

て頂きます。宜しくお願いします 

 

【４月誕生日祝いを頂いて】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

増田君…須賀さん安らかに 

大野(達)君…コロナウイルスにも負けず誕生

日を迎えました 

松井君…気持ちだけは年々若くなっている様

な気がしますが 

柴田君…66才になりました。先輩の皆様引き

続きご指導お願い致します 

大野平君…68才になりました。健康に気をつ

けて頑張ります 

髙橋君…コロナウイルス休会中にひっそりと

66才の誕生日を迎えました。こんな何もな

い誕生日は久しぶりでした 

 

【５月誕生日祝いを頂いて】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

稲山君…50才になりました。お祝いありがと

うございました 

伊東君…ねずみ年６廻りしました 

本日合計         200,000 円 

今期累計  2,361,000 円  

ニコニコ 
ボックス 

2019-20年度・2020-21年度 
６月合同理事･役員会報告 



                                 

【６月誕生日祝いを頂いて】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金子(栄)君…お蔭様で91才、本日は誕生日で

す。夫婦共々元気で今日を迎える事が出来

ました 

関口君…70才になります 

【４月奥様誕生日祝いを頂いて】 

伊東君…きれいな花喜んでいました。ありが

とうございます 

鹿野君…お花をありがとうございました。喜

んでいました 

【５月奥様誕生日祝いを頂いて】 

森田君…大きなお花を頂きまして 

酒井君…クラブに入会させて頂いて初めての

奥様誕生日で、妻は花を大変喜んでいまし

た。家の玄関に飾ってあります 

【６月奥様誕生日祝いを頂いて】 

岡本君…6/14妻 八重子 誕生日です。そろそ

ろ50年近くお世話になっています。心から

おめでとうございます 

森君…ありがとうございます 

【４月結婚記念日祝いを頂いて】 

後関君…40年以上です。まだまだ先がありそ

うです 

久保君…32年？よく続いてます。感謝してい

ます 

【５月結婚記念日祝いを頂いて】 

久保田君…丈夫に働いています 

梅田君…19回目の記念日です。今年は新型コ

ロナで忘れて何も行事がありませんでした 

柴田君…昭和55年5月に結婚以来40年になり

ましたが、知らないうちに過ぎてしまいま

した。40年お付き合いありがとう 

【６月結婚記念日祝いを頂いて】 

荒井君…ありがとうございます 

川野君…結婚して30年目になります。妻に感

謝です 

 

【３月出席100％祝いを頂いて】 

大野(達)君…47回となりました。今後も宜し

くお願いします 

【４月出席100％祝いを頂いて】 

岩倉君…何とか33年間続きました。皆様のお

かげです 

小林君…皆様のお蔭で例会出席100％を頂く

事が出来ました。ありがとうございました。

これからも宜しくお願い致します 

【５月出席100％祝いを頂いて】 

飯田君…お蔭様で元気に出席100％を受ける

事が出来ました 

金子(正)君…今年で27年目となりました 

柴田君…入会時の東日本震災を思い出しました 

【６月出席100％祝いを頂いて】 

飯田君…お蔭様で元気に出席100％を受ける

事が出来ました 

中山君…ありがとうございます。お蔭様で元

気です 

山本(昌)君…新人だと思っていましたが入会

させて頂き早13年経ちました 

川野君…入会して10年目を迎える事が出来ま

した。これからもご指導宜しくお願い致し

ます 

市川君…2年間貴重な経験をさせて頂いてお

りありがとうございます 

 

多賀君…柴田さん、夫婦共々大変ご厄介にな

りありがとうございました。おかげで命拾

いしました／大野平さん初孫おめでとうご

ざいます 

久保君…やっと皆様にお会い出来ました。最

後の幹事の仕事させて頂きます 

山本(昌)君…久しぶりの例会、楽しみにして

いました 

岡本君…本日 伊藤晴祥さんを皆様にご紹介

出来て大変うれしいです 

久保田君…新型コロナウイルス問題で皆様と

会う事も出来ず、この間種々な諸問題があ

りました。こうした中、ロータリーの素晴

らしい仲間であった須賀雅文さんが亡くな

られ非常に残念な思いをしています。どう

ぞ天国へとお祈りします 

飯田君…須賀雅文様の御逝去を悼み心より御

冥福をお祈りします 

横山君…共に乗り越えよう 

岩倉君…お久しぶりです。皆さんコロナにか

からず良かったですネ。これからも自制し

て頑張りましょう 

梅田君…皆様永い間ご無沙汰をしております。

新型コロナウイルスにも負けず頑張ってい

ます。今後共宜しくお願い致します 



                                 

後関君…お久しぶりです 

中山君…久しぶりに皆さんにお会い出来てう

れしいです 

松井君…皆様の元気な姿を見て安心致しまし

た。早く正常に戻って欲しいですね 

山本(和)君…魚を食べる会のキスを釣ってき

ました。天ぷらが美味しいですよ 

荒井君…須賀雅文さんのご冥福をお祈りいた

します／小黒将年君のイニシェーションス

ピーチを宜しくお願いします／早くコロナ

ウイルスが終息しますように 

森田君…須賀雅文さんご冥福をお祈り致しま

す 

西川君…皆様お久しぶりです。コロナに負け

ないよう頑張りましょう 

田中君…皆様お久しぶりです 

森君…久しぶりに皆さんと会えて大変うれし

いです 

岩楯君…6/6(土)お魚を食べる会、宜しくお願

いします。ステップ２です。野外での食べ

る会午前11時からです 

柴田君…皆さんお久しぶりです／須賀さん

色々な御教授ありがとうございました／ 

野﨑さん防護服多量にありがとうございま

した 

川野君…お久しぶりです。三密を避けて新型

コロナを乗り越えましょう 

伊東君…久しぶりに皆様のお元気な顔を拝見

出来てよかった 

大野平君…多賀さん･佐久間さん先日はあり

がとうございました／私事ですが休会中う

れしい事がありました 

佐久間君…大野平さんお孫さんの御誕生おめ

でとうございます 

野﨑君…お久しぶりです。区の施設も今日か

ら再開です／多賀会長残り1ケ月ですね。や

りたいことは沢山あると思いますが3ケ月

分集めてやれることは頑張って行きましょ

う／柴田さん･小林さん･医療従事者の皆さ

ん、ありがとうございます 

鹿野君…皆様お久しぶりです。小生 取り敢え

ず無事ですが、第2波 第3波に備え、体力･

気力を充実しておきたいと思います 

市川君…コロナで大変な時代になりましたが、

頑張っていきたいと思います 

髙橋君…このコロナウイルスによりロータリ

ークラブ休会で今回は久しぶりとなりまし

た。休日中は家の周り･家の中･物置を片づ

け断捨離を行いました／次男の孫誕生しま

した。男の子です 

関口君…ニコニコご苦労様です 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６月１日(月)卓話 伊藤晴祥 会員 
イニシェ-ションスピ-チ(抜粋) 


