
点 鐘 

国 歌 「君が代」 

ロータリーソング 「奉仕の理想」 
会長報告 

・池田パスト会長より、乾杯の挨拶 

 １月７日例会報告   
出席報告 

会員数 出 席 出席率 

21名 18名 90.00％ 

Ｎｏ．１９  第１１６７回例会   ２０２１年（令和３年）１月２１日         

 

第３回クラブフォーラム 

     （国際奉仕） 
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   ☆ 会 長・実方 昇   ☆ 会報委員会・定光孝義・池田正孝・長濱浩一 

   ☆ 副会長・皆川英久   ☆ 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・大澤一隆         ＴＥＬ：04-2946-9824  ＦＡＸ：04-2946-9825 

 

  

 児童相談所ってどんなところ？ 

 

紹介者 社会奉仕委員会 

 

 

来賓紹介 

☆ゲスト  ２名 

 桂 米福氏（ゲストスピーカー） 

 高橋 巌氏（実方君ゲスト） 

☆ビジター １名 

 鈴木孝行氏（東京臨海ＲＣ） 

☆オンライン出席 10名 

・ワイキキＲＣ 

 Ｐａｕｌ ＭｃＧｉｌｌｉｃｕｄｄｙ氏 

 Ｉｋｋｏ Ｔｏｍｉｔａ氏 

・台北永東ＲＣ 

 白成業（Ｗｈｉｔｅ）氏 

 許慶賢（Ｊｅｆｆ）氏 

 宋明超（Ｆｒａｎｋ Ｓｕｎｇ）氏 

 姜幸麟（Ｃｏｍｐｕｔｅｒ）氏 

 林冠宇（Ｆｒｅｄ）氏 

 黃錦雄（Ｌｌｏｙｄｓ）氏 

 陳仲捷（Ｔａｎ）氏 

 陳文宏（Ｊｕｍｂｏ）氏 

                 計13名  

・「第６回定例理事会」承認事項に関するクラ 

 ブ決定 
 ＜理事会決定された「創立27周年記念家族会」 

 会費使途について＞ 
 株式会社岩瀬運輸機工・創立50周年、東京江 

 戸川中央ＲＣ・創立27周年記念共同事業とし 

 て、「江戸川区内の虐待や貧困問題、障がい 

 を抱える子どもたちへの支援」を目的に、江 

 戸川区へ1,500,000円を寄付する。 
 ＜結果＞ 

 会員からの承認を得られましたので、クラブ 

 の最終決定となりました。 
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 実方会長、東京江戸川中央ＲＣの皆様、こ

んにちは。私は台北永東ＲＣの会長の白成業 

（ホワイト）です。 

 貴クラブと姉妹クラブを締結して20年が経 

ち、両クラブは様々な交流、国際奉仕などの 

活動により、楽しい時間を過ごす事が出来ま 

した。 

2019年に日本を訪ねた時、貴クラブの熱情な 

歓迎を頂き、皆様とお酒を交わしながら、歌 

や踊りを披露し、楽しい時間を共に過ごして 

今でも忘れられない思い出が出来ました。 

 しかし、2020年は新型コロナウイルス（Ｃ 

ＯＶＩＤ－19）の影響により、我々の締結20 

周年の記念式典が中止される事は実に残念で 

した。出来れば、2021年に台北で開催される 

国際大会で再会出来る事を期待する所存でご 

ざいます。 

 最後となりますが、貴クラブのご繁栄、そ 

して次の30年、40年の間に両クラブの友情が 

末永く続く事をお祈りし、皆様のご健康とご 

多幸をお願い申し上げます。 

 本日の卓話は、落語芸術協会監事・桂 米福 

師匠による「お楽しみ」でした。 
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 卓 話 

幹事報告 

・本日例会終了後、「第７回定例理事会」を開 

 催します。 
・１月14日（木）例会は、休会となりますので、 

 ご注意ください。 
・「オンラインミーティング」について 
 １月14日（木） ＰＭ６：30～ 

・「第３回クラブフォーラム（国際奉仕）」に 

 ついて 

 １月21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。 
・「東分区ＩＭ」について 
 ３月８日（月） ＰＭ１：30～登録 
 於：タワーホール船堀 

 ホスト：東京江戸川ＲＣ 
 ☆３月11日（木）例会は、移動例会となりま 

  すので、ご注意ください。 

・「下半期会費」について 
 請求書をメール送信しましたので、１月31日 

 までにお振込みください。 

・１月18日（月）、「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 

・ワイキキＲＣ 会長・Ｐａｕｌ ＭｃＧｉｌ 

 ｌｉｃｕｄｄｙ氏より、ご挨拶 

・台北永東ＲＣ 会長・白成業（Ｗｈｉｔｅ） 

 氏より、ご挨拶 

 席します。 

・「ロータリーレート変更」のお知らせ 

 １月１日から104円（12月：105円） 

・アンフェリシオン裏の駐車場について 
 １月例会時は、利用台数制限（２・３台のみ） 

 となりますので、ご注意ください。 

＜次年度幹事＞ 

・「第１回被選理事会」について 

 １月21日（木）例会終了後 

  

  

本日入金 ￥     39,000 

累計 ￥   750,000 

基金累計 ￥ 7,062,063 

 

寄席文字は、ぎゅーっと詰まったような文字 

ですが、それはお客様が沢山入って頂くこと 

を意味しています。座布団の縫い目も前を向 

かないようにするのは、お客と縁が切れない 

ようにとのことです。 

息子と禁酒を誓った父親の話：息子が新年の 

あいさつ回りの留守に「酒を一杯だけ注いで 

ほしい・・・もう一杯だけいいじゃないか・ 

・・」と酔いが回ったところに、息子が帰っ 

て来るというお話。 

桂 米福師匠の落語に一同引き込まれました。 

本当にお酒を飲んでいるようにしか見えない 

し、妻を困らす親父の態度がリアルそのもの 

でした。「正に芸術的でした」（実方会長談） 

2004年真打昇進された米福師匠の、いきいき 

した落語に接し、大変楽しい初笑いができた 

と感動しました。  【会報委員長・定光】 
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大澤君： あけましておめでとうございます。 

東京臨海ＲＣ・鈴木孝行様、お越し 

くださり、ありがとうございます。 

また、台北永東ＲＣ・ワイキキＲＣ 

の皆様もZoom参加くださり、ありが 

とうございます。本日の初例会、楽 

しみにしていました。コロナは大変 

ですが、本年も何卒よろしくお願い 

申し上げます。 

実方君： 新年早々、新型コロナ感染の混乱の 

中でスタートしましたが、コロナに 

負けず、ポジティブに例会を楽しみ 

ましょう。本年もどうぞご協力の程、

よろしくお願い致します。 

長谷川君： 

 

喪中につき、新年のご挨拶を控えさ 

せていただきました。本年もよろし 

くお願い致します。良き１年にしま

しょう。         計17名 
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 ①あけましておめでとうございます。 

     本年もよろしくお願い致します。 

 ②新年初笑い、皆さんで 

         大いに楽しみましょう。 

本日のニコニコ情報 

池田君、小宮君、近藤君、定光君、鈴木君、 

田島君、田村君、長濱君、番場君、福田君、 

皆川君、矢作君、山田憲裕君・・・①② 

鈴木孝行氏： 

（臨海） 

あけましておめでとうございます。

本年もよろしくお願い致します。 

 第７回定例理事会報告  

・まずはクラブ内で立候補を募り（未経験 

 者優先）、立候補がなければ三役にて検 

 討することとなった。 

（２）緊急事態宣言中の件（クラブフォーラム・ 

   卓話） 

・各理事の意見を踏まえ、緊急事態宣言中 

 （２月７日迄）の通常例会は休止するこ 

 ととなった。 

・年度初めに確認したとおり、緊急事態宣 

 言中の例会はZoom例会に切り替えるとと 

 もに、クラブ定款の趣旨に鑑み、Zoom例 

 会の欠席は欠席として取り扱わないこと 

 とした。 

・今後のスケジュールは次のとおり 

 １月14日（木）オンラインミーティング 

 ＰＭ６：30～ 

 １月21日（木）Zoom例会 ＰＭ12：30～ 

 １月28日（木）休会 

 ２月４日（木）Zoom例会 ＰＭ12：30～ 

・１月14日（木）のオンラインミーティン 

 グは、オンライン飲みを企画 

・１月21日（木）の内容については、近藤 

 国際奉仕委員長にて検討 

・２月４日（木）については、斉藤江戸川 

 区長によるZoom卓話が可能か、幹事より 

 江戸川区秘書課に問い合わせることとな 

 った。寄付金の目録贈呈については、あ 

 らためて日程調整することとなった。 

・緊急事態宣言が延長される場合について 

 の対応は、次回理事会にて検討すること 

 となった。 

（３）その他委員会報告、意見交換 

  ・奉仕活動情報の地区への提供の件 

   前年度社会奉仕委員会の活動情報を報告 

   することとなった（内容は実方会長にて 

   取りまとめ）。 

・下半期親睦行事の件（観桜例会、親睦家 

 族旅行など） 

 観桜例会については中止し、代わりに４ 

 月１日（木）に通常例会を開催すること 

 となった（新型コロナウイルスの感染状 

 況が落ち着いていれば、４月１日（木） 

 に南小岩バッハザールにて音楽例会を開 

 催することも検討）。 

・米山奨学会及びＲ財団への寄付金の申告 

 用領収書の件 

 事務局から各会員事業所に郵送してもら 

 うこととなった。 

・地区研修協議会の件 

 予定どおり開催する場合、クラブ内の組 

 織割は、田村実行委員長、皆川実行副委 

 員長にて行うこととなった。 

                 以上承認 

日 時：2021年１月７日（木） ＰＭ１：30～ 

場 所：アンフェリシオン 

出席者：実方、皆川、大澤、山田憲裕、近藤、 

    福田、番場、池田      計８名 

オブザーバー：田村 

       （地区研修協議会実行委員長） 

欠席者：山田太熙、山本、田北 

 

議 題 

（１）米山奨学生受け入れ、カウンセラーの件 

  ・２月８日（月）までに地区米山奨学委員 

 会に報告する。 

・できるだけ未経験者が望ましいとの意見 

 が出た。 
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