
東京江東ＲＣ・青木一男氏 

 ７月１１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 6月27日訂正出席率 

20名 18名 94.73％ 100％ 

Ｎｏ．３  第１１２５回例会   ２０１９年（令和元年）７月２５日           

 
 

  

 

 

  

 

 暑気払い例会 

紹介者 会員増強委員会 

 

 

於：たかはし丸 

メークアップ報告 

 定光孝義君（東京臨海西ＲＣ） 

 ☆メークアップ、ありがとうございました。 

 ピアニスト・森本麻衣氏 

ピアノと私  

来賓紹介 

☆ゲスト  ３名 

 田村純治氏（第2580地区東分区ガバナー補佐） 

 皆川英久氏（第2580地区東分区幹事） 

 青木一男氏（東京江東ＲＣ） 

                  計３名 

・今月のお祝い 
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   ☆ 会 長・池田正孝   ☆ 会報委員会・森岡 啓・田島 泰 

   ☆ 副会長・矢作文弘   ☆ 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・長谷川 隆        ＴＥＬ：04-2946-9824  ＦＡＸ：04-2946-9825 

会長報告 

・第2580地区東分区ガバナー補佐・田村純治氏、 

 第2580地区東分区幹事・皆川英久氏、東京江 

 東ＲＣ・青木一男氏より、「東分区ＩＭ」の 

 ご案内 

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


 本日は、「臨時総会」、「第１回クラブフォ 

ーラム（クラブ奉仕）」を開催しました。 

初例会おめでとうございます。

 

新年度おめでとうございます。 
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 卓 話 

委員会報告 

＜親睦活動委員会＞ 

・「暑気払い例会」のご案内 

 ７月25日（木） 

 ＰＭ５：30集合 ＰＭ６：00出船 

 於：たかはし丸（小岩大橋） 

 ☆時間厳守でお集まりください。 

幹事報告 

・「第１回定例理事会」報告（７月４日開催） 

・本日、卓話の時間を利用して「臨時総会」を 

 開催します。 

・本日例会に引き続き、「第１回クラブフォー 

 ラム(クラブ奉仕)」を開催します。 

・本日、ＰＭ６：30～「第１回家庭集会」を開 

 催します。 

 於：銀扇 ホスト：定光君 
・７月18日（木）例会は、休会となりますので、 

 ご注意ください。 
・７月25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 
 ７月25日(木) 

 ＰＭ５：30集合 ＰＭ６：00出船 

 於：たかはし丸（小岩大橋） 

・８月１日（木）例会場は、「南小岩バッハザ 

 ール」となりますので、ご注意ください。 

・「東分区ＩＭ」について 
 ９月21日（土） ＡＭ10：30～登録 

 於：ホテルイースト21東京 

 ホスト：東京江東ＲＣ 
 ☆９月26日（木）例会は、移動例会となりま 

  すので、ご注意ください。 
・「ロータリー日韓親善会議」について 
 ９月28日（土） ＰＭ１：40～ 

 於：仙台国際センター 

 ☆掲示板をご覧ください。 

 

2019年７月11日 会長報告 

メークアップ期間について 

 

  前年度のＲＩ規定審議会において、メ 

 ークアップ期間を例会の前後２週間から 

 当該年度内とする案が承認されたことは、 

 皆さんご存知のとおりです。しかし、各 

 クラブのメークアップ期間については、 

 クラブの定款・細則で規定されています。 

 当クラブでは、現時点に於いてクラブ定 

 款・細則の変更をしていません。従いま 

 して、当クラブのメークアップ期間は従 

 来どおり「例会の前後２週間」ですので 

 ご注意ください。なお、メークアップ期 

 間を含むクラブの定款・細則の見直しは、 

 地区の考え方、他クラブの動向等、諸般 

 の情勢を眺めながら今後検討していく予 

 定です。 

 

・「ロータリー全国囲碁大会」について 
 10月５日（土） ＡＭ10：00～ 

 於：日本棋院本院 

 ☆掲示板をご覧ください。 
・「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。 
・７月18日（木）、「東分区ＩＭ・第１部ブー 

 ス出展打ち合わせ」に、池田会員（会長）、 

 長谷川会員（幹事）、福田会員（社会奉仕委 

 員長）、実方会員（社会奉仕副委員長）が出 

 席します。 

・７月23日（火）、「地区国際大会参加推進委 

 員会」に、番場会員（地区国際大会参加推進 

 委員会委員）が出席します。 

・７月24日（水）、「地区社会奉仕委員会」に、 

 山田太熙会員（地区社会奉仕委員会委員）が 

 出席します。 

 

     ＜臨時総会報告＞      
 

１．2019～2020年度ロータリー財団地区補助 

  金プロジェクト「江戸川区内の貧困問題 

  を抱える子どもたちへの成長と学習支援」 

  クラブ拠出金について 

  ・クラブ負担分10万円を基金より拠出す   

   る。 

  ・プロジェクト完了後にロータリー財団 

   本部から送金されるまでの間、40万円 

   を基金より立て替える。 

                  承認 

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


矢作クラブ奉仕委員長 

   【一部未掲載についてのお詫び】 
 

 ７月４日（木）号週報に、下記の掲載漏れが 

ありました。お詫びして掲載致します。 

 

＜会長報告＞ 

・「新旧理事引継ぎ式」でクラブから鈴木前幹 

 事へ贈呈した記念品（アクリル製クリア募金 

 箱）を、鈴木前幹事がクラブへ寄贈してくだ 

 さいました。大切に使わせていただきます。 

初例会おめでとうございます。

 

新年度おめでとうございます。 

田村純治氏： 

（東分区ガバナー補佐） 

皆川英久氏： 

（東分区幹事） 

本日は公式訪問です。 

これから１年間、ど 

うぞよろしくお願い 

します。何か変です

ねぇ。青木パスト会 

長、ＩＭご苦労様で 

す。どうぞよろしく！ 

青木一男氏： 

（江東） 

ＩＭキャラバンでお 

伺いしました。よろ 

しくお願いします。 

  

７月の友愛コーナー ￥     1,500 

本日入金 ￥     47,000 

累計 ￥  103,500 

基金累計 ￥ 6,031,337 
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池田君、大澤君、近藤君、定光君、実方君、 

鈴木君、田島君、番場君、福田君、皆川君、 

矢作君、山田憲裕君、山本君・・・①② 

 ①矢作クラブ奉仕委員長、 

  クラブフォーラム、 

       よろしくお願い致します。 

 ②今日は「世界人口ＤＡＹ」です。 

  毎年７月11日にある記念日で、世界の 

   人口問題への意識を高める日です。 

本日のニコニコ情報 

長谷川君： 皆様、初例会が無事終了、出席 

率が高いのはうれしいことです。 

明るく楽しい例会を心掛けます。 

森岡君： 青木さん、ようこそ。ＩＭ、お 

世話になります。 

山田太熙君： パスト会長の皆様、先日はあり 

がとうございました。今後、パ 

スト会長の一員として、江戸中 

の発展・成長のために頑張りま 

す。 

渡辺君： 遠く九州にて、ひとり寂しく仕 

事に邁進しております。 

           計19名 

 第１回クラブフォーラム報告  

      （クラブ奉仕担当）       
 

日 時：Ｒ元・７・11（木） ＰＭ１：10～ 

場 所：アンフェリシオン ６階「レガーロ」 

出席者：池田、矢作、長谷川、大澤、小宮、 

    近藤、定光、実方、鈴木、田島、 

    田村、番場、福田、皆川、森岡、 

    山田太熙、山田憲裕 

                 計17名 
 

テーマ：退会防止 

    ロータリーライフをより楽しむには 

カウンセラー・山田太熙パスト会長 
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 第１回定例理事会報告  

日 時：Ｒ元・７・４（木）例会終了後 

場 所：アンフェリシオン  

出席者：池田、矢作、長谷川、田北、福田、 

    田島、山田憲裕、小宮、大澤、 

    山田太熙          計10名 

欠席者：渡辺 

 

議 題 

（１）2019～2020年度ロータリー財団地区補助 

   金プロジェクト「江戸川区内の貧困問題 

   を抱える子どもたちへの成長と学習支援」 

   について 

   基金より10万円を拠出する。 

   具体的な内容を会員に報告して、８月中 

   に開始する。 

（２）各委員会の予算案について    

   三役で予算案を提示して、検討のうえ、 

   決定する。 

（３）「池田会長杯ゴルフコンペ」について 

   夜間例会日に開催する。 

   第１回：10月31日（木） 

   第２回：2020年５月21日（木） 

（４）「東京東江戸川ＲＣとの合同ゴルフコン 

   ペ」について 

   両クラブのゴルフ幹事で相談のうえ、日 

   程を決定する。 

（５）「第１回クラブフォーラム（クラブ奉仕） 

   」について 

   ７月11日（木） 

   テーマ：各委員会活動と増強について 

   詳細は、矢作クラブ奉仕委員長に一任す 

   る。            以上承認 

2019年規定審議会 

 クラブと地区に関連する重要な変更（抜粋）Vol.１  
 

（括弧内の数字は関連する制定案番号を示しています）  

 

 出席 

 メークアップ：ロータリアンは、欠席した例会のメークアップを同じロータリー年度内に行うことができ 

 ます（19－35）。  
 

 クラブ理事会  

 会長：クラブ会長は、後任者が選出されていない場合、１年まで任期を延長できます（19－22）。  
 

 クラブ財務 

 財務報告：役員を選挙するための年次会合に、現年度と前年度の収支を含むクラブの中間財務報告が含ま 

 れます（19－24）。  
 

 クラブ人頭分担金の増額：2019－20年度の人頭分担金は半年ごとに34ドルです。より良い支援をクラブに 

 提供するため、今後３年間はＲＩ人頭分担金人が年に50セントずつ増額し、2020－21年度には半年ごとに 

 米貨34ドル50セント、2021－22年度には半年ごとに米貨35ドル、2022－23年度には半年ごとに米貨35ドル 

 50セントとなります（19－82）。 
 

 クラブの結成：地域にクラブを結成する際の職業分類の制約がなくなりました。地域に１つ以上の他のク 

 ラブが存在する場合も、その地域にクラブを結成することができます。主にオンラインで活動するクラブ 

 の所在地域は、全世界とするか、またはクラブ理事会が決定するものとされます（19－28）。  
 

 クラブの規則  

 文言の現代化：推奨ロータリークラブ定款の文言が自然かつ読みやすくなるよう、現代化かつ簡素化され 

 ました。これによる方針への実質的な変更はありません。全クラブでの採用が義務づけられた新しいバー 

 ジョンをダウンロードいただけます（19－30および19－116）。 

  

         【国際ロータリー日本事務局 クラブ・地区支援室（ＣＤＳ） 2019年６月より抜粋】 
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