
 １２月５日例会報告   

点 鐘 

国 歌 「君が代」 

ロータリーソング 「奉仕の理想」 

出席報告 

会員数 出 席 出席率 11月14日訂正出席率 

20名 15名 78.94％ 100％ 

Ｎｏ．１４  第１１３８・１１３９回例会   ２０１９年（令和元年）１２月１９日         
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 年次総会 

第３回クラブアッセンブリー 
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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 

メークアップ報告 

 近藤昌之君（東京ベイＲＣ） 

 番場恵介君 

 （東京米山ロータリーＥクラブ2750） 

 皆川英久君（中央分区ＩＭ） 

 山田太熙君 

 （ワールド大阪ロータリーＥクラブ） 

 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 悟氏三回忌」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。 

・「年次総会」延期について 

 12月19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。 

・ロータリー米山奨学会 米山功労者感謝状の 

 授与 

 第２回功労者 → 山田太熙会員 

 第３回功労者 → 田島会員 

 第６回功労者 → 渡辺会員 

 第17回功労者 → 池田会員 

幹事報告 

・本日例会終了後、「第６回定例理事会」を開 

 催します。 

・「クリスマス家族会」について 

 12月７日（土） ＰＭ６：30～ 

 於：ホテルイースト21東京 

 ☆12月12日（木）例会は、「クリスマス家族 

  会」に変更となりますので、ご注意くださ 

  い。 

・「第３回クラブアッセンブリー」について 

 12月19日（木） ＰＭ１：10～ 

 ☆「年次総会」に引き続き開催しますので、 

  全員の出席をお願いします。 

・「第2580地区大会」について 

 2020年２月13日（木） ＰＭ１：00～登録 

 於：沖縄コンベンションセンター 

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


  

  

本日入金 ￥     30,400 

累計 ￥  478,700 

基金累計 ￥ 5,906,562 

 本日の卓話は、第2580地区東分区ガバナー補 

佐・田村純治氏による「ロータリーの原点」で 

した。 
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＜親睦活動委員会＞ 

・「クリスマス家族会」のご案内 

 12月７日（土） ＰＭ６：30～ 

 於：ホテルイースト21東京 

 卓 話 

来賓紹介 

☆ゲスト  ７名 

 一桝靖人氏（東京東江戸川ＲＣ・会長） 

 鹿倉 勇氏（東京東江戸川ＲＣ・副会長） 

 唐澤正樹氏（東京東江戸川ＲＣ・幹事） 

 伊藤三千男氏（東京江東ＲＣ） 

 鈴木隆雄氏（東京江東ＲＣ） 

 彭 丹さん（元米山奨学生） 

 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・会員ゲスト  15名  計22名 

委員会報告 

＜社会奉仕委員会＞ 

・「2019年９月台風15号災害支援金」協力の御 

 礼と報告 

 皆様からの20,000円を送金しました。 

・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」の『ロータ 

 リー書籍コーナー・本の寄贈』協力のお願い 

 ①今年も残り少なくなりました。 

  体調に気をつけて、 

      新年を迎える準備をしましょう。 

 ②７日（土）は「クリスマス家族会」です。 

  楽しいクリスマス会にしましょう。 

本日のニコニコ情報 

池田君、大澤君、小宮君、近藤君、定光君、 

実方君、鈴木君、田北君、田島君、長谷川君、 

番場君、福田君、矢作君、山田憲裕君 

・・・①② 

＜ロータリー財団委員会＞ 

・「ロータリー財団への寄付金」協力の御礼と 

 報告 

 寄付金額：全会員 20,000円 

 内訳：年次寄付 18,360円（170ドル）×20名 

    ポリオ 200ドル（クラブ寄付扱い） 

    平和  100ドル（クラブ寄付扱い） 

 皆様からの399,600円を送金しました。 

 （残金400円は、本日のニコニコへ入金） 

 追加：ベネファクター 100ドル×１名 

 10,800円を送金しました。 

 ホスト：那覇南ＲＣ 

 登録料：会員 12,000円 

     ご家族 6,000円 

     新入会員交流昼食会 別途2,000円 

 ☆登録される方は、本日例会終了時までに事 

  務局へお申し出ください。 

  ２月13日（木）例会は、移動例会となりま 

  すので、ご注意ください。 

出席報告 

会員数 出 席 出席率 11月28日訂正出席率 

20名 17名 89.47％ 100％ 

「第2580地区大会のご案内（プロモーションビ 

デオ）」も鑑賞しました。 

田村君： 本日の卓話当番となりました。どう 

ぞ宜しく！総会は19日となりました。 

             計15名 

 １２月７日例会報告(クリスマス家族会) 

点 鐘 

ロータリーソング 「我等の生業」 

メークアップ報告 

 番場恵介君 

 （東京米山ロータリーＥクラブ2750） 

 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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2020年１月の予定 
 

 ２日（木）⇒ 休会 

 ９日（木）⇒ 新年初例会 

      ⇒ 第７回定例理事会  

 16日（木）⇒ 休会 

 23日（木）⇒ 第４回家庭集会（番場） 

 30日（木）⇒ 第３回クラブフォーラム 

        （国際奉仕）  

      ⇒ 第８回定例理事会       

 

 第６回定例理事会報告  
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日 時：Ｒ元・12・５（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 

                  計９名 

欠席者：渡辺、山田太熙 
 

議 題 

（１）年次総会について 

   次年度三役の決定が遅れているため、12 

   月19日（木）開催とする。継続して人選 

   にあたる。 

（２）クリスマス家族会について 

   12月７日（土） ＰＭ６：30～ 

   於：ホテルイースト21東京 

   ご来賓・ご招待者・ご家族を含め、総勢 

   39名参加予定 

（３）第2580地区大会について 

   2020年２月12日（水） 

   会長幹事会・平和フォーラム 

   ＲＩ会長代理ご夫妻歓迎晩餐会 

   於：沖縄ハーバービューホテル 

   2020年２月13日（木） 

   本会議・懇親会 

   於：沖縄コンベンションセンター 

   締切まで追加登録を呼び掛ける。 

（４）長濱浩一氏の入会について 

   クラブ細則第10条による手続きをする。 

                 以上承認 

会長報告 

・「年次総会」延期について 

 12月19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。 

・ご来賓のロータリアンの皆様からお祝いを、 

 伊藤三千男様からはメッセージも頂戴しまし 

 た。「今日はご招待いただき、ありがとうご 

 ざいました。久しぶりに皆様にお会いできる 

 のを楽しみに参りました。宜しくお願い致し 

 ます。」 

幹事報告 

・「第６回定例理事会」報告（12月５日開催） 

・「第３回クラブアッセンブリー」について 

 12月19日（木） ＰＭ１：10～ 

 ☆「年次総会」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14日（土）、「東京東江戸川ＲＣ・忘年 

 家族会」に、池田会員（会長）、長谷川会員 

 （幹事）が出席します。 

日 時：Ｒ元・12・７（土） ＰＭ６：30～ 

場 所：ホテルイースト21東京 
           

18：30 ＜例会＞        （敬称略） 

      司会 ＳＡＡ委員長  山田憲裕 

点鐘 

ロータリーソング「我等の生業」 

        ソングリーダー  山田憲裕                

会長挨拶         会長  池田正孝 

来賓・元米山奨学生紹介  会長  池田正孝 

来賓挨拶 東京東江戸川ＲＣ会長  一桝靖人 

出席報告       出席委員  大澤一隆  

点鐘 
 

18：50 ＜懇親会・アトラクション＞ 

     司会 親睦活動委員長  小宮勝巳 

乾杯挨拶      パスト会長  山田太熙 

歓談・お食事 

会員・ご家族・ゲスト紹介 幹事 長谷川 隆 

             司会 鈴木久美子 

ヴァイオリン・ダンス  吉田直矢・カミーラ 

マジックショー         早稲田康平 

子どもたちへプレゼント 

ロータリーソング「手に手つないで」    

        ソングリーダー  田島 泰 

閉会挨拶      パスト会長  田村純治 

クリスマス家族会 
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