
点 鐘 

ロータリーソング 「日も風も星も」 

Ｎｏ．１４  第１１９６回例会   ２０２１年（令和３年）１１月１１日         

 

ロータリーとポリオプラス  

 

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

   ☆ 会 長・皆川英久   ☆ 会報委員会・大澤一隆・福田裕之・実方 昇 

   ☆ 副会長・山田太熙   ☆ 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・番場恵介         ＴＥＬ：04-2946-9824  ＦＡＸ：04-2946-9825 

 

  

  

ロータリー財団委員長 田村純治君 

 

第2580地区ガバナー 若林英博氏 

 

 １０月２８日例会報告   

出席報告 

会員数 出 席 出席率 

19名 17名 94.44％ 

  

来賓紹介 

☆ゲスト  ３名 

 荒井知久氏（第2580地区東分区ガバナー補佐） 

 山本昌之氏（第2580地区東分区幹事） 
 マイ，ヒエン ティタオさん（米山奨学生） 

                  計３名 

ガバナー公式訪問 

 

会長報告 

・「ワイキキＲＣ・エクストラヴァガンザ（旧 

 名インターナショナル・フード・フェスティ 

 バル）【オンライン】」参加報告 

 （10月23日開催） 

・「年次総会」について 

 12月２日（木） ＰＭ１：10～ 

 ☆理事役員に立候補のご意志がある方は、11 

  月15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。 

・第2580地区東分区ガバナー補佐・荒井知久氏、 

 第2580地区東分区幹事・山本昌之氏より、ご 

 挨拶 

・米山奨学生 マイ,ヒエン ティタオさんより、 

 近況報告 

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


荒井知久氏： 

（東分区ガバナー補佐） 

山本昌之氏： 

（東分区幹事） 

ガバナー補佐訪問を 

させていただきます。 

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

 卓 話 

 本日は、「第１回クラブアッセンブリー」を 

開催しました。 

  

10月の友愛コーナー ￥   1,400 

本日入金 ￥     38,000 

累計 ￥   229,001 

基金累計 ￥ 7,482,773 

 ①荒井ガバナー補佐、山本分区幹事、 

     ようこそお越しくださいました。 

  「第１回クラブアッセンブリー」 

       よろしくお願いいたします。 

 ②米山奨学生・マイさん、ようこそ！ 

  楽しんでくださいね。 

 ③朝夕、気温が下がってきました。 

  皆様、旬の柿などを召し上がって、 

  お身体に気を付けてお過ごしください。   

本日のニコニコ情報 

池田君、大澤君、小宮君、近藤君、実方君、 

田島君、番場君、福田君、皆川君、森岡君、 

矢作君、山田太熙君、山田憲裕君・・・①②③ 

長谷川君： 荒井東分区ガバナー補佐、お身体 

いかがですか。あと８ヶ月、くれ 

ぐれもご自愛ください。 

            計16名 

 

 

 

 

 

                   

 

幹事報告 

・本日例会に引き続き、「第１回クラブアッセ 

 ンブリー」を開催します。 

・本日、クラブアッセンブリー終了後、「第５ 

 回定例理事会」を開催します。 

・11月４日（木）例会は、休会となりますので、 

 ご注意ください。 
・「ガバナー公式訪問」について 
 11月11日（木） 

 10：15     ＳＡＡ・ニコニコ集合 

 10：45～11：00 会長・幹事との打ち合わせ 

 10：45     全会員集合 

 11：00～12：15 クラブ協議会 

 12：30～13：30 例会 

 ☆クラブ協議会より、全員の出席をお願いし 

  ます。 

・「米山記念奨学金に関するワークショップ【 

 オンライン】」について 

 11月18日（木） ＰＭ３：00～ 

 於：ＹｏｕＴｕｂｅライブ 

 ☆10月28日にご案内をメール送信しましたの 

  で、多数の参加をお願いします。 

  参加される方は、11月11日（木）例会終了 

  時までに、事務局へお申し出ください。 

・10月30日（土）、「東分区献血ロータリーデ 

 ー」に、番場会員、山田憲裕会員が参加しま 

 す。 

・11月10日（水）、「プレＰＥＴＳ【オンライ 

 ン】」に、山田太熙会員（次年度会長）が出 

 席します。 

・東京浅草中央ＲＣより、「2020～2021年度・ 

 地区大会の記録」をいただきました。 

委員会報告 

＜職業奉仕委員会＞ 
・「四つのテスト」唱和 

＜米山奨学委員会＞ 
・「米山奨学会への寄付金」協力のお願い 

 金額：全会員20,000円 
 本日例会終了時まで募りますので、ご協力く 

 ださい。 
・「米山梅吉記念館・維持費寄付金」協力のお 

 願い 
 金額：１人につき、2,000円以上 

 本日例会終了時まで募りますので、ご協力く 

 ださい。 

 第１回クラブアッセンブリー 

日 時：2021年10月28日（木） ＰＭ１：10～ 

場 所：アンフェリシオン 

    ６階「レガーロ」 

ゲスト：東分区ガバナー補佐・荒井知久氏 

    東分区幹事・山本昌之氏 

    米山奨学生・マイ，ヒエン ティタオ 

    さん 

出席者：皆川、山田太熙、番場、池田、大澤、 

    小宮、近藤、定光、実方、長谷川、 

    福田、森岡、矢作、山田憲裕 

                  計17名 

 

テーマ：ガバナー補佐訪問「クラブ協議会」 

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


 

例会出欠登録のお願い 
 

 例会出欠登録は、クラブホームページから 

 水曜日の正午までにご登録ください。 

 皆様のご協力をお願い致します。 
 

 

１１月の予定 

 

 ４日（木）⇒ 休会 

 10日（水）⇒ 創立記念日（28周年） 

 11日（木）⇒ ガバナー公式訪問 

      ⇒ 第２回クラブアッセンブリー 

 25日（木）⇒ 休会 
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 若 林 英 博 ガ バ ナ ー 公 式 訪 問 

 2021～2022年度 

 国際ロータリー 

 第2580地区ガバナー 
  

ＨＩＤＥＨＩＲＯ 

 ＷＡＫＡＢＡＹＡＳＨＩ 
       

若 林 英 博 氏 
 

東京麹町ロータリークラブ 

【生年月日】   1951（昭和26）年４月 

【本籍地】    京都府 

【学 歴】    同志社大学 工学部電気工学科 卒業 

【勤務先】    株式会社若林佛具製作所 代表取締役会長 

         （創業天保元年・1830年） 

         株式会社若林工芸舎 取締役 

【ロータリー歴】 職業分類：佛壇佛具、文化財修復 

 1991年５月   東京麹町ロータリークラブ 入会 

 2001～2002年度 東京麹町ロータリークラブ 幹事 

 2005～2006年度 分区幹事 

 2008～2009年度 地区職業奉仕委員会 委員 

 2009～2010年度 地区職業奉仕委員会 委員 

 2011～2012年度 地区環境保全委員会 副委員長 

 2012～2013年度 地区職業人育成委員会 委員長 

 2013～2014年度 東京麹町ロータリークラブ 会長 

 2015～2016年度 地区職業奉仕委員会 委員 

 2015～2018年度 クラブ創立50周年統括副委員長 

 2019～2020年度 ガバナー補佐 

 ロータリー財団メジャードナー 

 ポール・ハリス・ソサエティ 

 ベネファクター 

 米山功労者・マルチプル 

献血は命を救う活動です 
 

 新しい動画が地区のＴｏｕＴｕｂｅチャンネ 

 ルで公開されました。是非ご視聴ください。 
 https://youtu.be/oWC5CH6kL0c 

 

 予定（暫定）      

 11月28日（日） 新宿駅南口・中央分区 

         ホスト：東京練馬中央ＲＣ 

 12月７日（火） パシフィックホテル沖縄 

         駐車場 

         那覇ＲＣ 

 12月９日（木） 那覇新都心 

         サンエーメインプレイス 

         那覇東ＲＣ 

 １月18日（火） 東久留米市役所内 

         東京東久留米ＲＣ 

             【11月８日現在】 

 ☆応援とご協力をお願い致します。 

http://www.tec-rc.jp/
https://youtu.be/oWC5CH6kL0c

