
 ７月２６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 7月5日訂正出席率 

23名 19名 86.36％ 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．４  第１０９０・１０９１回例会      

     ２０１８年（平成３０年）８月２３日           

 
 

  

 

 

  

 

  

紹介者 長谷川 隆君 

来賓紹介 

☆ゲスト  ６名  

 吉田直矢氏（ゲストスピーカー） 

 山本有紗氏（ゲストスピーカー） 

 鈴木久美子氏（池田会員ゲスト） 

 金子悦子氏（池田会員ゲスト）   

 深江礼子氏（深江会員令夫人） 

 呉 菘さん（米山奨学生） 

☆ビジター ３名 

 岡村利之氏（東京東江戸川ＲＣ） 

 猪野弘行氏（東京東江戸川ＲＣ） 

 安池勇人氏（東京東江戸川ＲＣ）  計９名 

二胡の演奏 

 

紹介者 会員増強委員会 

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） 

会長報告 

・米山奨学生・呉 菘さんへ奨学金の支給 

 （８月分） 

・米山奨学生・呉 菘さんより、近況報告 

幹事報告  

・本日、ＰＭ７：00～「第１回家庭集会」を開 

 催します。 

 於：イタリアージャ ホスト：髙橋君 

・「第２回定例理事会」について 

 ８月２日（木） ＰＭ６：00～（夜間例会前） 

・８月２日（木）例会は、夜間移動例会（ＰＭ 

 ６：30点鐘）」となりますので、ご注意くだ 

 さい。 

・「暑気払い例会」について 

 ８月２日（木） ＰＭ６：30～ 

 於：両国テラスカフェ 

・８月９日（木）、16日（木）例会は、休会と 

 なりますので、ご注意ください。 

米山奨学生 呉 菘さん メンバー 大澤一隆君・山田憲裕君  

当クラブの会員増強について 

 田北健志君 

 （東京米山ロータリーＥクラブ2750） 

 田村純治君（東京東江戸川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。 

http://www.tec-rc.jp/


Tokyo Edogawa Chuo Rotary Club  http://www.tec-rc.jp/ 

 本日の卓話は、ヴァイオリニスト・吉田直矢

氏、ピアニスト・山本有紗氏による「ヴァイオ

リンの音楽を楽しもう」でした。 

 ①暑さに負けるな、ロータリアン！ 

 ②今日から池田バッハザール！ 

           お世話になります。 

池田君、大澤君、小宮君、実方君、鈴木君、 

田北君、田島君、田村君、番場君、福田君、 

皆川君、矢作君、山田太熙君、山田憲裕君、 

渡辺君・・・①② 

  

７月の友愛コーナー ￥    900 

本日入金 ￥     39,000 

累計 ￥   126,900 

基金累計 ￥ 7,065,506 

委員会報告 

＜社会奉仕委員会＞ 

・「平成30年７月豪雨災害支援金」協力のお願 

 い 

 ８月30日（木）例会終了時まで募りますので、 

 ご協力ください。 

 卓 話 

本日のニコニコ情報 

長谷川君： 南小岩バッハザールでの例会です。 

池田さん、お世話になります。吉 

田直矢様のミニコンサート、楽し 

みです！ 

深江君： 今日は吉田直矢さんのミニコンサ 

ートということで、家内も連れて 

来ました。直矢さんは家内の古い 

友人で、息子の結婚式、故岩瀬さ 

んのお嬢様の結婚式、江戸中の20 

周年にも演奏していただいた方で

す。ピアニストの山本さん、司会 

の鈴木さん共々、楽しみにしてい 

ます。         計20名 

岡村利之氏： 

猪野弘行氏： 

安池勇人氏： 

（東江戸川） 

吉田直矢コンサートにお招きい 

ただき、ありがとうございます。 

・８月23日（木）例会場は、臨時例会場（バッ 

 ハザール）となりますので、ご注意ください。 

・「東京ベイＲＣ・事業所見学（移動例会）」 

 について 

 ８月24日（金） ＰＭ３：00～ 

 於：隅田川造船株式会社 

 ☆参加される方は、本日例会終了時までに、 

  事務局へお申し出ください。 

・「東分区ＩＭ」について 

 10月25日（木） ＰＭ１：30～登録 

 於：東武ホテルレバント東京 

 ホスト：東京江北ＲＣ 

 ☆10月25日（木）例会は、移動例会となりま 

  すので、ご注意ください。 

・「上半期会費」について 

 請求書を送信しましたので、７月31日までに 

 お振込みください。 

＜親睦活動委員会＞ 

・「暑気払い例会」のご案内 

 ８月２日（木） ＰＭ６：30～ 

 於：両国テラスカフェ 

・「東分区懇親ゴルフ大会」参加のご案内 

 10月15日（月） 

 於：麻倉ゴルフ倶楽部 

 ホスト：東京葛飾中央ＲＣ 

＜職業奉仕委員会＞ 

・「四つのテスト」唱和 

 ８月２日例会報告（暑気払い例会）   

来賓紹介 

☆会員ご家族・会員ゲスト 13名 

                  計13名 

出席報告 

会員数 出 席 出席率 7月12日訂正出席率 

23名 15名 71.42％ 100％ 

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） 

 大澤一隆君 

 （東京米山ロータリーＥクラブ2750） 
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８月の予定 
 

 ２日（木）⇒ 第２回定例理事会 

      ⇒ 暑気払い例会 

        於：両国テラスカフェ 

      ⇒ 夜間移動例会 ＰＭ６：30～ 

 ９日（木）⇒ 休会 

 16日（木）⇒ 休会 
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 田北健志君 

 （ワールド大阪ロータリーＥクラブ） 

 矢作文弘君（東京東江戸川ＲＣ） 

 山田憲裕君（東京東江戸川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。 

会長報告 

・近藤会員令夫人からの誕生日祝いの礼状紹介 

幹事報告  

・「第２回定例理事会」報告（８月２日開催） 

・８月９日（木）、16日（木）例会は、休会と 

 なりますので、ご注意ください。 

・８月23日（木）例会場は、臨時例会場（バッ 

 ハザール）となりますので、ご注意ください。 

・「東分区ＩＭ」について 

 10月25日（木） ＰＭ１：30～登録 

 於：東武ホテルレバント東京 

 ホスト：東京江北ＲＣ 

 ☆10月25日（木）例会は、移動例会となりま 

  すので、ご注意ください。 

・「上半期会費」について 

 未納の方は、お振込みください。 

・８月９日（木）、「第１回地区研修会」に、 

 山田太熙会員（会長）、鈴木会員（幹事）が 

 出席します。 

・８月22日（水）、「ＲＥ－５三役会」に、山 

 田太熙会員（会長）、鈴木会員（幹事）が出 

 席します。 

 第１回定例理事会報告  

日 時：Ｈ30・７・５（木） ＰＭ５：30～ 

場 所：アンフェリシオン  

出席者：山田太熙、鈴木、小宮、福田、池田、 

    森岡、近藤、皆川、深江   計９名 

欠席者：田村、髙橋 

 

議 題 

（１）創立25周年記念行事について 

   ９月29日（土） 

   「チャリティーコンサート（クミコ・シ 

   ャンソンの夕べ）」 

   11月３日（土） 

   「第１回会長杯ゴルフコンペ＆チャリテ 

   ィーコンペ」とする。 

（２）創立25周年記念旅行（友好姉妹クラブ含 

   む）について 

   正式に実行委員会を立ち上げる。 

   実行リーダー：小宮会員 

   副リーダー：理事全員 

   実行委員：会員全員 

（３）特別会費２万円の徴収について 

   ７月26日（木）に臨時総会を開催する。 

                 以上承認 

 第２回定例理事会報告  

日 時：Ｈ30・８・２（木） ＰＭ６：00～ 

場 所：両国テラスカフェ  

出席者：山田太熙、鈴木、小宮、福田、池田、 

    近藤、皆川         計７名 

欠席者：田村、髙橋、森岡、深江 

 

議 題 

（１）特別会費２万円の徴収について 

   上半期は見送り、下半期の予算状況で再 

   度検討する。 

（２）メークアップカードについて 

   休会・移動例会時に例会場にて提示する。 

（３）「チャリティーコンサート（クミコ・シ 

   ャンソンの夕べ）」について 

   ９月29日（土） 

   於：ホテルイースト21東京 

   知人・家族を含めての参加をお願いする。 

                 以上承認 
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