Ｎｏ．１５

第１１６２・１１６３回例会

第２回クラブフォーラム
（職業奉仕）

１１月１２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」
来賓紹介
☆ゲスト
２名
中山直幹氏（東京江戸川ＲＣ・パスト会長）
荒井知久氏（東京江戸川ＲＣ・
東分区ＩＭ実行副委員長）
計２名
出席報告
会員数

出 席

出席率

21名

20名

95.23％

会長報告
・「元会員・星野 匠氏ご命日」報告
（2017年11月13日ご逝去）
ご冥福をお祈りし、黙祷を捧げました。
・「創立27周年記念日」報告（11月10日）
・「年次総会」について
12月３日（木） ＰＭ１：10～
☆理事役員に立候補のご意志がある方は、11
月16日までに会長または幹事へ書面をもっ
てお申し出ください。

Tokyo Edogawa Chuo Rotary Club
☆
☆
☆

会 長・実方 昇
副会長・皆川英久
幹 事・大澤一隆

２０２０年（令和２年）１１月１９日

第３回クラブアッセンブリー

・東京江戸川ＲＣ パスト会長・中山直幹氏、
東分区ＩＭ実行副委員長・荒井知久氏より、
「東分区ＩＭ」のご案内

幹事報告
・本日例会終了後、「第５回定例理事会」を開
催します。
・本日、ＰＭ７：00～「第２回家庭集会」を開
催します。
於：相撲茶屋玉増 ホスト：山田憲裕君
・「創立27周年記念家族会」について
11月14日（土） ＰＭ６：30～
於：シャングリ・ラ ホテル東京
・「第２回クラブフォーラム（職業奉仕）」に
ついて
11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。
・11月16日（月）、「地区青少年交換委員会」
に、長谷川会員（地区青少年交換委員会委員）
が出席します。

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

☆ 会報委員会・定光孝義・池田正孝・長濱浩一
☆ 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
ＴＥＬ：04-2946-9824
ＦＡＸ：04-2946-9825

・11月18日（水）、「次年度地区連絡会」に、
田村会員（地区研修協議会実行委員長）が出
席します。
・アンフェリシオン裏の駐車場について
11月19日（木）例会時は、利用不可となりま
すので、ご注意ください。
委員会報告
＜親睦活動委員会＞
・「創立27周年記念家族会」のご案内
11月14日（土） ＰＭ６：30～
於：シャングリ・ラ ホテル東京
＜ロータリー財団委員会＞
・「ロータリー財団への寄付金」協力のお願い
金額：全会員20,000円
11月19日（木）例会終了時まで募りますので、
ご協力ください。

卓

本日入金 ￥

48,500

累計 ￥

603,100

基金累計 ￥

6,915,163

中山直幹氏： 東分区ＩＭのキャラバン隊でお伺
荒井知久氏： い致しました。
（江戸川）
本日のニコニコ情報
①東京江戸川ＲＣ
パスト会長・中山直幹様、
東分区ＩＭ実行副委員長・荒井知久様、
ようこそおいでくださいました。
②本日の卓話、田村ロータリー財団委員長、
よろしくお願いします。
③コロナ感染者が増えています。
ご健康には十分お気をつけください。
池田君、大澤君、小宮君、近藤君、定光君、
鈴木君、田北君、田島君、長濱君、長谷川君、
福田君、皆川君、山田太熙君、山田憲裕君、
渡辺君・・・①②③

話

本日の卓話は、ロータリー財団委員長・田村
純治君による「ロータリー財団のこれから」で
した。

実方君： 東京江戸川ＲＣの中山様、荒井様、本
日はようこそおいでいただきました。
来年のＩＭ、楽しみにしています。
田村君： 本日、卓話をします。ロータリー財団、
どうぞよろしく。中山さん、荒井さん、
ようこそ！
森岡君： 長谷川さん、生涯最高スコアでブッチ
ギリ優勝おめでとうございます。ハン
デ改正？もうないね、いいや！

ロータリー財団の勢いは最近すごいです。「
世界で良いことをする」ための基金の設置を
提案したアーチ・クランク氏により1917年に
発足しました。財団の使命は、ロータリアン
が、健康状態を改善し、教育への支援を高め、
貧困を救済することを通じて、世界理解・親
善・平和を達成できるようにすることです。
ほんの小さな行為も大きな効果につながる。
バタフライ効果とも言いますが、些細な事柄
も積み重ねれば、とても大きい。寄付金は、
2015～2016年度に 266億円集まりました。現
在の、財団プログラムは、①ポリオ撲滅、②
ロータリー平和フェローシップ、③補助金プ
ログラムがあります。大変良い団体であるこ
とは間違いありません。
パワーポイントと体験談を交えた大変わかり
やすいお話でした。ロータリーの良さを改め
て実感した次第です。【会報委員長・定光】

Tokyo Edogawa Chuo Rotary Club

矢作君： 今年も残すところ、50日足らずになり
ました。今から準備して、良い年末年
始を迎えましょう！コロナに十分注意
しましょう！
計21名

東分区ＩＭのご案内
日

時：2021年３月８日（月）

＜本会議＞
＜懇親会＞

登録開始
13：30
点鐘
14：00
18：15～20：30

会 場：タワーホール船堀 ※
ホスト：東京江戸川ロータリークラブ
※

会場が変更となりました

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

１１月１２日例会報告
（創立２７周年記念家族会）

創立27周年記念家族会

点 鐘
国 歌 「君が代」
ロータリーソング 「奉仕の理想」
来賓紹介
☆ゲスト
８名
鹿倉 勇氏 （東京東江戸川ＲＣ・会長）
小内賢一氏 （東京東江戸川ＲＣ・副会長）
永井正己氏 （東京東江戸川ＲＣ・幹事）
武藤浩之氏 （会長ゲスト）
張堂聡文氏 （会長ゲスト）
張堂佳代子氏（会長ゲスト）
チョロウンバト・オユンチメグさん
（元米山奨学生）
呉 菘さん （元米山奨学生）
☆会員ご家族・会員ゲスト
25名
大澤麻倫子氏 （大澤会員令夫人）
大澤亜紗子さん（大澤会員ご令嬢）
大澤紗弥子さん（大澤会員ご令嬢）
大澤 新さん （大澤会員ご子息）
小宮ちなみ氏 （小宮会員令夫人）
小宮羽雲さん （小宮会員ご子息）
小宮渓愛さん （小宮会員ご令嬢）
近藤由起氏
（近藤会員令夫人）
永泉 南氏
（近藤会員ご令嬢）
永泉帆乃さん （近藤会員ご令孫）
実方田鶴子氏 （実方会員令夫人）
実方みずほ氏 （実方会員ご令嬢）
平野千恵氏
（田北会員ご友人）
田村佳子氏
（田村会員令夫人）
長濱久子氏
（長濱会員令夫人）
長谷川恵子氏 （長谷川会員令夫人）
福田由美氏
（福田会員令夫人）
福田あずさ氏 （福田会員ご令嬢）
皆川孝子氏
（皆川会員令夫人）
森岡芳美氏
（森岡会員令夫人）
森岡愛鈴さん （森岡会員ご令孫）
森岡綾河さん （森岡会員ご令孫）
矢作理子氏
（矢作会員令夫人）
山田麻緒氏
（山田太熙会員令夫人）
阿倍麻里亜氏 （山本会員ご友人）
計33名

日
場

時：Ｒ２・11・14（土） ＰＭ６：30～
所：シャングリ・ラ ホテル東京

18：30 ＜例会＞
司会
点鐘
国歌斉唱「君が代」
ロータリーソング「奉仕の理想」
ソングリーダー
会長挨拶
会長
来賓紹介
会長
来賓挨拶 東京東江戸川ＲＣ会長
出席報告
出席委員長
幹事報告
幹事
スライドショー
チャーターメンバーへ記念品贈呈
点鐘

鈴木久美子

番場恵介
実方 昇
実方 昇
鹿倉 勇
福田裕之
大澤一隆

19：20 ＜懇親会・アトラクション＞
乾杯挨拶
直前会長
池田正孝
お食事
会員・ご家族・ゲスト紹介 司会 鈴木久美子
ジャズ生演奏
ジャズトリオ
マジックショー
ナポレオンズ ボナ植木
子どもたちへプレゼント
プロジェクションマッピング
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
副会長
皆川英久
［敬称略］

於：シャングリ・ラ

ボールルーム

出席報告
会員数

出 席

出席率

21名

21名

100％
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チャーターメンバーへ記念品贈呈
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