
 ９月１３日例会報告   

点 鐘 

ロータリーソング 「我等の生業」 

出席報告 

会員数 出 席 出席率 8月30日訂正出席率 

22名 18名 81.81％ 100％ 
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   ☆ 会 長・山田太熙   ☆ 会報委員会・深江一之  髙橋繁幸  伊藤 茂 

   ☆ 副会長・田村純治   ☆ 事務局・〒136-0071 東京都江東区亀戸1-43-22 アンフェリシオン内       

   ☆ 幹 事・鈴木雅貴         ＴＥＬ：04-2946-9824  ＦＡＸ：04-2946-9825 

     Ｎｏ．８  第１０９５・１０９６回例会      

     ２０１８年（平成３０年）１０月１１日           

 
 

  

 

 

  

  

 

来賓紹介 

☆ゲスト  ３名  

 鈴木隆雄氏（第2580地区東分区ガバナー補佐） 

 大澤秀利氏（第2580地区東分区幹事）   

 呉 菘さん（米山奨学生）     計３名 

ガバナー公式訪問 

 

 

メークアップ報告 

 伊藤 茂君 

 （東京米山ロータリーＥクラブ2750） 

 髙橋繁幸君 

 （東京米山ロータリーＥクラブ2750） 

 田村純治君（ガバナー補佐エレクト研修） 

 番場恵介君 

 （東京米山ロータリーＥクラブ2750） 

 ☆メークアップ、ありがとうございました。 

会長報告 

・「元会員・倭 康雄氏ご命日」報告 

 （2015年９月18日ご逝去） 

 謹んで哀悼の意を表し、ご冥福をお祈りし 

 ます。 

・第2580地区東分区ガバナー補佐・鈴木隆雄 

 氏、第2580地区東分区幹事・大澤秀利氏よ 

 り、ご挨拶 

・米山奨学生・呉 菘さんへ奨学金の支給 

・米山奨学生・呉 菘さんより、近況報告 

・今月のお祝い 

第2580地区東分区ガバナー補佐・鈴木隆雄氏 第2580地区ガバナー・松坂順一氏 

 

幹事報告  

・「第３回定例理事会」報告（９月６日開催） 

・本日、ＰＭ６：30～「第２回家庭集会」を 

 開催します。 

 於：割烹江の本 ホスト：伊藤君 

・９月20日（木）、27日（木）例会は、休会 

 となりますので、ご注意ください。 

ガバナー補佐訪問 

第１回クラブアッセンブリー 
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東分区ガバナー補佐・鈴木隆雄氏 

来賓紹介 

☆ビジター  30名 

 鈴木隆雄氏 （東分区ガバナー補佐） 

 江川 勝氏 （東分区ガバナー補佐） 

 斉藤 実氏 （東分区ガバナー補佐） 

 大澤秀利氏 （東分区幹事） 

 石渡嘉郎氏 （東分区幹事） 

 畠山信弘氏 （東京江北ＲＣ・会長） 

 今井太郎氏 （東京江北ＲＣ・幹事）  

 青木一男氏 （東京江東ＲＣ・会長） 

 伊藤三千男氏（東京江東ＲＣ） 

 大島信豊氏 （東京江東ＲＣ） 

＜職業奉仕委員会＞ 

・「四つのテスト」唱和 

委員会報告 

＜ＳＡＡ・親睦活動委員会＞ 

・本日例会終了後、委員会を開催します。 
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 卓 話 

 ①北海道胆振東部地震、台風21号の 

  被害に遭われた皆様に 

        お見舞い申し上げます。 

 ②東分区ＩＭでのガバナー補佐・ 

    鈴木隆雄氏の美声に期待します。 

本日のニコニコ情報 

田村様： 鈴木ガバナー補佐、ようこそ！ 

いつもお世話になります。 

長谷川君： 鈴木隆雄ガバナー補佐、大澤秀 

利分区幹事、本日はよろしくお 

願い致します。妻の誕生日にお 

花のプレゼントをいただき、誠 

にありがとうございました。   

           計18名 

池田君、小宮君、近藤君、実方君、鈴木君、 

田北君、田島君、番場君、深江君、福田君、 

皆川君、矢作君、山田太熙君、渡辺恵太郎君 

・・・①② 

鈴木隆雄氏： 

（東分区ガバナー補佐） 

大澤秀利氏： 

（東分区幹事） 

本日はよろしくお願 

いします。 

＜友好姉妹クラブ委員会＞ 

・「インターナショナル・フード・フェステ 

 ィバル」参加のお願い 

 10月27日（土） ＰＭ５：30～ 

 於：アロヒラニリゾート・ワイキキビーチ 

  

  

本日入金 ￥     42,000 

累計 ￥   263,900 

基金累計 ￥ 7,302,478 

・「クミコ・シャンソンの夕べ」について 

 ９月29日（土） ＰＭ６：30点鐘 

 於：ホテルイースト21東京 

 ☆10月４日（木）例会は、「クミコ・シャ 

  ンソンの夕べ」に変更となりますので、 

  ご注意ください。 

・「ロータリー全国囲碁大会」について 

 10月６日（土） ＡＭ10：00～ 

 於：日本棋院本院 

 ☆掲示板をご覧ください。 

・９月18日（火）、「東分区会長幹事会」に、 

 山田太熙会員（会長）、鈴木会員（幹事） 

 が出席します。 

・９月20日（木）、「地区青少年奉仕全体会 

 議」に、皆川会員（青少年奉仕委員長）が 

 出席します。 

・９月26日（水）、「東分区ＩＭグループデ 

 ィスカッション・テーブルリーダー・書記 

 研修会」に、山田太熙会員（会長）、田村 

 会員（副会長）、鈴木会員（幹事）が出席 

 します。 

・東京練馬西ＲＣより、登録された方に「20 

 17～2018年度地区研修協議会報告書」をい 

 ただきました。 

本日は、「クラブ協議会」を開催しました。 

 ９月２９日例会報告（シャンソンの夕べ） 

点 鐘 

国 歌 「君が代」 

ロータリーソング 「奉仕の理想」 
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会場：ホテルイースト21東京 

 

１０月の予定 
 

 ４日（木）⇒ ９月29日（土）の 

        夜間移動例会に変更 

 11日（木）⇒ ガバナー補佐訪問 

      ⇒ 第１回クラブアッセンブリー 

      ⇒ 第４回定例理事会 

 15日（月）⇒ 東分区懇親ゴルフ大会 

        於：麻倉ゴルフ倶楽部 

        ホスト：東京葛飾中央ＲＣ 

 18日（木）⇒ ガバナー公式訪問 

      ⇒ 第２回クラブアッセンブリー 

 25日（木）⇒ 東分区ＩＭ 

        於：東武ホテルレバント東京 

        ホスト：東京江北ＲＣ 

      ⇒ 移動例会 

 27日（土）⇒ ワイキキＲＣ 

        インターナショナル・フード・ 

        フェスティバル 

        於：アロヒラニリゾート・ 

          ワイキキビーチ 
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出席報告 

会員数 出 席 出席率 9月6日訂正出席率 

22名 17名 77.27％ 100％ 

 西川昭雄氏 （東京江戸川ＲＣ・会長） 

 若井一郎氏 （東京城東ＲＣ・会長） 

 岡村利之氏 （東京東江戸川ＲＣ・会長） 

 猪野弘行氏 （東京東江戸川ＲＣ・幹事） 

 浅井 勲氏 （東京東江戸川ＲＣ） 

 鹿倉 勇氏 （東京東江戸川ＲＣ） 

 鹿野寿満氏 （東京東江戸川ＲＣ）  

 塚田俊夫氏 （東京東江戸川ＲＣ） 

 村山 時氏 （東京東江戸川ＲＣ） 

 荒井節子氏 （東京ベイＲＣ） 

 三宅郁子氏 （東京ベイＲＣ） 

 本多信雄氏 （東京臨海ＲＣ・会長） 

 佐藤正樹氏 （東京臨海ＲＣ・副会長） 

 佐藤大輔氏 （東京臨海ＲＣ・幹事） 

 高橋映治氏 （東京臨海ＲＣ） 

 長島和子氏 （東京臨海東ＲＣ・会長） 

 宇田川義夫氏（東京臨海東ＲＣ・幹事） 

 石井敏子氏 （東京臨海東ＲＣ） 

 津村政男氏 （東京臨海東ＲＣ） 

 羽鳥貞雄氏 （東京臨海東ＲＣ） 

 

☆会員ゲスト  23名 

 大澤早智子氏 

 （東京江東ＲＣ・大澤秀利氏ゲスト） 

 竹俣千富美氏 

 （東京江東ＲＣ・大澤秀利氏ゲスト） 

 鹿倉粒美氏 

 （東京東江戸川ＲＣ・鹿倉 勇氏ゲスト） 

 石井嘉一郎氏 

 （東京臨海東ＲＣ・石井敏子氏ゲスト） 

 津村はるみ氏 

 （東京臨海東ＲＣ・津村政男氏ゲスト） 

 山田詩織氏 （近藤君ゲスト） 

 横道静子氏 （田村君ゲスト） 

 長浜浩一氏 （福田君ゲスト） 

 外川久子氏 （福田君ゲスト） 

 中越美佐子氏（福田君ゲスト） 

 岩下修示氏 （福田君ゲスト） 

 岩下敏江氏 （福田君ゲスト） 

 荒居麗子氏 （福田君ゲスト） 

 川崎富美江氏（福田君ゲスト） 

 黒木加恵子氏（山田太熙君ゲスト） 

 高槗晴子氏 （山田太熙君ゲスト） 

 坂本京子氏 （山田太熙君ゲスト） 

 久保睦子氏 （山田太熙君ゲスト） 

 榎本 清氏 （山田太熙君ゲスト） 

 榎本幸子氏 （山田太熙君ゲスト） 

 彦田千鶴子氏（山田太熙君ゲスト） 

 呉 菘さん （米山奨学生） 

 チョロウンバト・オユンチメグさん 

 （元米山奨学生） 

 

☆会員ご家族  14名       計67名 

メークアップ報告 

 田北健志君 

 （東京米山ロータリーＥクラブ2750） 

 森岡 啓君（東京臨海東ＲＣ） 

 山本喜久雄君 

 （東京米山ロータリーＥクラブ2750） 

 ☆メークアップ、ありがとうございました。 
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