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SERVE TO CHANGE LIVES
国 際 ロータリー 会 長 シェカール ・ メ ータ

臨 機 応変
©江戸川文化写真尊名 えどがわ百景
平成庭園と源心庵

[本日の卓話] ４月２５日

FLEXIBLY！
東 京 江 戸 川 ロータリークラブ

[次回の卓話] ５月９日

「当院における新型コロナ患者の現状」
当クラブ会員
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創 立
例会日
例会場
事務局

イニシェーションスピーチ

渡邉静彦 君

当クラブ会員

第２５９９回 ２０２２年４月１８日

■点鐘・ロータリーソング・今月の歌
「 それでこそロータリー 」「 春の小川 」
■来客紹介 来賓・ビジター・ゲスト…なし
■出席状況報告
〇43 名中 34 名出席 免除会員除き出席率 97.1％
■会長報告
〇4/13(水)東武ホテルレバント東京で開催された
東京臨海 RC 創立 28 周年記念例会に出席しまし
た。当クラブのニコニコは大変大きく頂いていま
すが、臨海 RC も当クラブを見習って多く出して
下さる方がいるので感謝しているそうです
■幹事報告 … なし
■委員会報告
〇山本会長エレクト… ①4/15(金)ホテル椿山荘東
京で開催の地区研修協議会へご出席頂きました
次年度関係各位の皆様ありがとうございました
②次年度第 1 回クラブ協議会を 5/13(金)18 時～
割烹いこいで開催します。次年度委員長･関係各
位の皆さまへご案内を送付しますので、ご出席を
宜しくお願いします ③例会終了後 第 2 回被選
理事役員会を開催します。場所を「蓬莱の間」に

稲山雄一

会長

宇田川聡史 君

例会報告
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変更しましたので、次年度 理事･役員･関係各位の
皆様宜しくお願いします ④次年度の忘年家族会
は 12/22(木)ホテルミラコスタで開催しますの
で、今からご予定下さい
〇ゴルフ同好会(久保委員長)…4/15(金)の第 3 回ゴ
ルフコンペ､雨の中､ご参加の皆様ありがとうござ
いました。１位は荒井さん・ベスグロは馬目さん
でした。今後の開催予定は、第 4 回 5/12(木)中山
CC、第 5 回取切戦 6/15(水)グリッサンド GC です
〇釣り同好会(後関委員長)…5/20(金)神奈川県三崎
の海の釣り堀で釣りをして､三崎の美味しい物を
堪能する企画をたてました｡参加者募集中です｡
現在 7 名参加予定です
〇プログラム委員会(柴田委員長)…今後の卓話予定
についてお知らせ。4/25 渡邉会員･5/9 宇田川会
員･5/16 市川会員･5/23 馬目会員紹介のローター
アクター･5/30 小黒会員･6/6 山本昌之会員です
■本日の卓話
「 コロナのワクチンと
内服薬について② 」
当クラブ会員 柴田 憲男 君
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2022-23 年度

第２回被選理事役員会報告
日 時：２０２２年４月１８日(月)13:40～
場 所：タワーホール船堀「 蓬莱の間 」
出席者：山本(昌)､岩楯､田中､小林､森､伊東､
川野､市川､大野平､荒井､多賀､稲山､
柴田､伊藤､横山､中山､髙橋､小黒
(以 上 18 名 )

≪報告事項≫
１．2022～2023年度クラブ組織表(案)について
… 委員長再考の委員会あり
２．次年度RIテーマ･ロゴ“Imagine Rotary”
嶋村ガバナー信条
“Take Action for Rotary Future”
“Reach Out for World Peace”
３．次年度クラブスケジュール
2022年
5/13 (金)
6月中
7/4 （月)
8/1 （月)

第１回クラブ協議会 割烹いこい
第２回クラブ協議会 日程未定
初例会
第３回クラブ協議会
髙橋映治ガバナー補佐訪問
8/22 (月) 第４回クラブ協議会
嶋村文男ガバナー公式訪問
9/9(金)～9/11(日)地区大会 ※従来より早い時期
ホスト新都心RC
10/17(月) 東分区懇親ゴルフ大会 （例会は休会）
12/22(木) 忘年家族会（ ホテルミラコスタ ）
2023年
2/20 (月) 青少年奉仕 ＲＡＣを呼んで交流
（ 江戸川RCが担当 ）
4/5 (水) 江戸川６クラブ合同例会
東武ホテルレバント東京
※次年度ＩＭはガバナーの方針によりなくす。
その代わりに合同例会を開催する
4/14 (金) 2023-2024年度 地区研修協議会
ホテル椿山荘東京 ホスト臨海東RC
2021-22 年 度

日
場

持廻り理事･役員会報告

時：2022 年 4 月 18 日(月)例会前
所：例会場

＜協議事項＞
１．生原丘大氏 入会の件 …

承認

稲山､山本(昌)､岩楯､森､伊東､小林､
大野平､鹿野､市川､中山､森田､後関

ニコニコ
ボックス

本日 合計
81,000 円
今期 累計 2,062,000 円

【結婚記念日祝いを頂いて】後関君…いつの間にか48
年目です
稲山君…地区研修協議会ではありがとうございまし
た｡山本昌之次年度会長､他ご出席の皆様､勉強にな
りました/柴田さん2週連続の卓話､本日も勉強させ
て下さい
山本(昌)君…次年度地区研修協議会へ参加頂いた皆
さん､ありがとうございました
小林君…次年度地区研修協議会ご参加の皆様､大変お
世話になりました
川野君…地区研修協議会ご出席の皆様お世話になり
ました/稲山会長ありがとうございました/小林さ
んお世話になりました/柴田さん本日の卓話宜しく
お願い致します
伊東君…先週は地区研修協議会に出席して来ました
大野平君…地区研修協議会に出席された皆様お疲れ
様でした｡小林さん運転ご苦労様でした
市川君…柴田さん本日の卓話楽しみにしています /
先週の地区研修協議会では､会場のプロジェクター
の切替を向島RCの小林様と供に担当しました｡日々
の例会での習練が役に立ちました
小黒君…地区研修協議会参加の皆様､長時間お疲れ様
でした｡稲山会長ご馳走様でした/柴田さん今回も
卓話楽しみにしています
中山君､田中君､岩楯君…柴田さん本日の卓話楽しみです
久保田君…美しい桜の花も咲き終わったがこれからは
生活行動に良い草花が沢山咲くでしょう｡楽しみだ!
横山君､多賀君…青津さん入会おめでとうございます
宇多君…ゴルフ同好会 久保委員長･他メンバーの方､
欠席となって申し訳ありませんでした/柴田さん卓
話ありがとうございます｡期待しています
山本(和)君…久保さんゴルフコンペご苦労様でした
荒井君…第3回ゴルフコンペ､雨の中参加した皆様お
疲れ様でした｡おかげ様で優勝させて頂きました｡
久保ゴルフ幹事お疲れ様/江東RC訪問では多賀さん
お世話になりました
森田君…大雨の中でのゴルフ会､久保委員長ご苦労様
でした
久保君…第3回ゴルフ同好会ご参加頂いた皆様､雨の
中プレー頂きありがとうございました｡次回第4回
は5/12(木)中山CCです｡晴天を願い皆様のご出席を
お待ち申し上げます
後関君…過ごしやすい季節になりました
伊藤君…本日も宜しくお願い致します
青津君…今日は2回目になります｡まだ緊張していま
す｡これから宜しくお願いします
髙橋君…今朝自宅を出たら鶯の鳴き声が聞こえ春を
感じ幸せな気分で通勤致しました｡小さな庭に牡丹
とツツジが花を咲かせ一段と華やぎました
岡本君､岩倉君､松井君､関口君､森君､野﨑君…ニコニ
コご苦労様です｡頑張って下さい

