
 １２月１３日例会報告   

点 鐘 

ロータリーソング 「それでこそロータリー」 

出席報告 

会員数 出 席 出席率 11月29日訂正出席率 

23名 17名 80.95％ 100％ 

 

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

   ☆ 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・池田正孝   ☆ 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．１４  第１１０４回例会      

     ２０１８年（平成３０年）１２月２０日           

 
 

  

 

 

  

 

  

 

来賓紹介 

☆ゲスト  １名  

 呉 菘さん（米山奨学生）    計１名 

早稲田康平マジックショー 

 

 

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（東京葛飾中央ＲＣ） 

 番場恵介君 

 （東京米山ロータリーＥクラブ2750） 

 福田裕之君（地区社会奉仕委員長会議） 

 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 

・「元会員・小林 悟氏一周忌｣報告 

 （2017年12月10日ご逝去） 

 ご冥福をお祈りし、黙祷を捧げました。 

・「クリスマス家族会」報告（12月１日開催） 

・「東京東江戸川ＲＣ・望年家族会」出席報告 

 （12月８日開催） 

・本日例会に引き続き、「年次総会」を開催し 

 ます。 

・米山奨学生・呉 菘さんより、近況報告 

 マジシャン 早稲田康平氏 

 第３回クラブアッセンブリー 

幹事報告  

・「第１回臨時理事会」報告（11月26日開催） 

・本日例会終了後、「第６回定例理事会」を開 

 催します。 

・「第３回クラブアッセンブリー」について 

 12月20日（木） ＰＭ１：10～ 

 ☆例会に引き続き開催しますので、全員の出 

  席をお願いします。 

・12月27日（木）、１月３日（木）例会は、休 

 会となりますので、ご注意ください。 

・「東京東江戸川ＲＣ・特別オープン記念例会」 

 について 

 12月18日（火） ＰＭ12：15～ 

 於：タワーホール船堀 ２階「桃源の間」 

 ☆出席される方は、本日例会終了時までに事 

  務局へお申し出ください。 

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


委員会報告 

＜親睦活動委員会＞ 

・「クリスマス家族会」の御礼と報告 

 （12月１日開催） 

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

 本日は、「年次総会」を開催しました。 

  

  

本日入金 ￥     30,000 

累計 ￥   613,400 

基金累計 ￥ 7,552,006 

 

１月の予定 
 

  ３日（木）⇒ 休会 

  10日（木）⇒ 新年初例会 

       ⇒ 第７回定例理事会 

  17日（木）⇒ 休会 

  31日（木）⇒ 第３回クラブフォーラム 

         （国際奉仕） 

       ⇒ 第４回家庭集会（深江） 

＜米山奨学事業委員会＞ 

・「米山奨学会へ寄付金」協力の御礼と報告  

 皆様からの 440,000円を送金しました。 

 ①先日の「クリスマス家族会」に 

  参加の皆様、ありがとうございました。 

  親睦委員会の皆様、ご苦労様でした。 

 ②だいぶ寒くなってきましたので、 

   皆様、お身体に気をつけてください。 

  例会も、今年あと２回となりました。 

本日のニコニコ情報 

池田君、大澤君、小宮君、近藤君、鈴木君、 

田島君、番場君、福田君、皆川君、 

山田憲裕君・・・①② 

・山田憲裕会員より、富山県のお土産をいただ 

 きました。本日お出ししましたので、お召し 

 上がりください。 

 卓 話 
長谷川君： パスト会長の皆様、昨日は誠に 

ありがとうございました。いよ 

いよ池田丸の準備スタートです。 

よろしくお願い致します。 

森岡君： 冬山の支度もできました。今シ 

ーズンは、孫と一緒にスキース 

クールに入ります。 

矢作君： ふたご座流星群ピーク（12月13 

日・14日）、午後８時頃から、 

風邪をひかぬよう注意して。今 

年もあと２週間余り、良い年末 

を！ 

山田太熙君： パスト会長の皆様、昨日は貴重 

なご意見をありがとうございま 

した。 

渡辺君： 急に冷えて参りました。昔は北 

風ぴゅうぴゅうで、もっと冬ら 

しかったかな？はや年次総会と 

なり、山田会長、鈴木幹事、あ 

と６ヶ月間、やり残さぬよう走 

ってください。    計15名 

2019～2020年度 理事 

      ＜年次総会報告＞      
 

    2019年７月～2020年６月 理事       

   

  理 事 （会 長）    池田正孝 

   〃  （クラブ奉仕）  渡辺恵太郎 

   〃           長谷川 隆 

   〃  （職業奉仕）   田北健志 

   〃  （社会奉仕）   福田裕之 

   〃  （国際奉仕）   田島 泰 

   〃           山田憲裕 

   〃           矢作文弘 

   〃           小宮勝巳 

   〃  （青少年奉仕）  大澤一隆 

   〃           山田太熙 

 

  会 長          池田正孝 

  副会長          渡辺恵太郎 

  幹 事          長谷川 隆 

  ＳＡＡ          山田憲裕 

  会 計          矢作文弘 

http://www.tec-rc.jp/
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 第５回定例理事会報告  

日 時：Ｈ30・11・15（木） ＰＭ１：30～ 

場 所：アンフェリシオン  

出席者：山田太熙、池田、鈴木、小宮、福田、 

    髙橋、森岡、近藤、皆川   計９名 

欠席者：深江 

 

議 題 

（１）伊藤 茂会員の退会について 

   退会の申し出を受理し、12月31日付で退 

   会とする。 

（２）深江一之会員の出席免除について 

   11月８日（木）より、クラブ定款第12条 

   第３節（ａ）による出席免除を承認する。 

（３）2019～2020年度地区国際大会参加推進委 

   員会候補者の選出について 

   会長・幹事より、番場恵介会員へ再確認 

   する。 

（４）新年初例会について 

   2019年１月10日（木） 

   山田太熙会長主催 

（５）「創立25周年記念旅行」について 

   2019年３月23日（土）・24日（日） 

   正式名称「創立25周年記念合同例会」と 

   する。 

（６）「クリスマス家族会」進捗報告 

（７）「第１回山田会長杯チャリティーゴルフ 

   コンペ」収支報告 

（８）「意見交換会」について 

   山田太熙会長主催 

                 以上承認 

 第６回定例理事会報告  

日 時：Ｈ30・12・13（木） ＰＭ１：30～ 

場 所：アンフェリシオン  

出席者：山田太熙、池田、鈴木、小宮、福田、 

    髙橋、森岡、近藤、皆川   計９名 

欠席者：深江 

 

議 題 

（１）2019～2020年度地区役員候補者について 

   地区からの要請により、地区国際大会参 

   加推進委員会候補者・番場恵介会員を推 

   薦する。 

（２）国際奉仕委員長の交代について 

   2019年１月１日付で、髙橋繁幸会員から 

   長谷川 隆会員とする。 

（３）会報、ロータリー情報・雑誌・広報、Ｉ 

   Ｔ委員の代理について 

   森岡 啓会員とする。 

（４）「創立25周年記念合同例会」について 

   熱海旅行の予算案提示と基金より拠出す 

   る件について、臨時総会を開催する。 

（５）今後のクラブ活動方針の検討会について 

   今年度会長、次年度会長にて執り行う。 

                 以上承認 

 臨時理事会報告（１）  

        （持ち廻り） 
 

日 時：Ｈ30・11・26（月） 

場 所：各事業所（メールにて）  

出席者：山田太熙、池田、鈴木、小宮、福田、 

    髙橋、森岡、近藤、皆川、深江 

                  計10名 

欠席者：なし 

 

議 題 

（１）髙橋繁幸会員の退会について 

   退会の申し出を受理し、12月31日付で退 

   会とする。 

                 以上承認 

  

国際ロータリー 第2580地区 

地 区 大 会 
 

 日 時：2019年２月21日（木） 
  

 ＜新入会員交流会＞ 登録開始 10：30 

           開会   11：00 

           閉会   12：30    
      

 ＜本会議＞     登録開始 12：00 

           点鐘   13：00 

  

 ＜懇親会＞      18：30～20：30      
  

 会 場：ホテルニューオータニ 

 ホスト：東京練馬西ロータリークラブ 

 

 2019年２月21日（木）例会は、 

 移動例会となりますので、ご注意ください 

 

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

