
点 鐘 

国 歌 「君が代」 

ロータリーソング 「奉仕の理想」 

Ｎｏ．１７  第１１９９・１２００回例会   ２０２１年（令和３年）１２月１６日         

 

新春落語会  

 

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 

 

  

  

落語家 瀧川鯉津氏 

紹介者 皆川英久君 

 

 

 １２月２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  １名 

 今井 忠氏（東京御苑ＲＣ）    計１名 

第３回クラブアッセンブリー 

 

会長報告 

・本日例会に引き続き、「年次総会」を開催し 

 ます 

・「東分区懇親ゴルフ大会」賞品の贈呈 

 （９月27日開催） 

 個人６位 小宮会員 

 ニアピン 長濱会員 

・東京御苑ＲＣ・今井 忠氏より、ご挨拶 

幹事報告 

・本日「年次総会」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４日（土） ＰＭ６：00～ 

 於：ホテルイースト21東京 
 ☆12月９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。 

・「ホームページの作成・改装手順に関する講 

 習会【オンライン】」について 

 12月６日（月）・７日（火）・９日（木） 

 ＰＭ６：00～ 

 ☆11月12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、本日例会終了時までに、 

  事務局へお申し出ください。 

・「第３回クラブアッセンブリー」について 

 12月16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。 

・「第2580地区大会」について 

 2022年３月３日（木） ＰＭ12：15～登録 

 於：ホテルニューオータニ 

 ホスト：東京豊島東ＲＣ 
 登録料：会員 10,000円 ご家族 5,000円 
     新入会員昼食会（別途）5,000円 

 ☆３月３日（木）例会は、移動例会となります 

  ので、ご注意ください。 
・「ロータリーレート」のお知らせ 

 12月１日から 114円（11月： 114円） 

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


点 鐘 

ロータリーソング 「それでこそロータリー」 

＜親睦活動委員会＞ 

・「クリスマス家族会」のご案内 

 12月４日（木） ＰＭ６：00～ 

 於：ホテルイースト21東京 

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

 卓 話 

 本日は、「年次総会」を開催しました。 

  

  

本日入金 ￥     30,000 

累計 ￥   345,001 

基金累計 ￥ 7,598,773 

 ①本日は「年次総会」です。 

  次年度理事役員の皆様、 

         よろしくお願いします。 

 ②今年もあと１ヶ月となりました。 

  健康に気を付けて、 

       素敵な新年を迎えましょう。 

本日のニコニコ情報 

池田君、大澤君、定光君、実方君、田北君、 

田島君、長濱君、番場君、福田君、皆川君、 

矢作君、山田憲裕君・・・①② 

田村君： 今井さん、ようこそ！いつでもお 

寄りください。 

長谷川君： 今井 忠さん、本日はようこそい 

らっしゃいました。地区幹事、ご 

苦労様でした。 

森岡君： 第６波と寒波に備えましょう。 

            計15名 

委員会報告 

＜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［11月レート： 114円］ 

 寄付金額：全会員 30,000円 

 内訳：年次  17,100円（150ドル）×19名 

    ポリオ 9,120円（80ドル）×19名 
    恒久  3,420円（30ドル）×19名 
    平和  60ドル（クラブ寄付扱い） 
 皆様からの 570,000円を送金しました。 

      ＜年次総会報告＞      
 

    2022年７月～2023年６月 理事       

   

  理 事 （会 長）    山田太熙 

   〃  （クラブ奉仕）  番場恵介 

   〃           田北健志 

   〃  （職業奉仕）   福田裕之 

   〃  （社会奉仕）   長濱浩一 

   〃  （国際奉仕）   田島 泰 

   〃           小宮勝巳 

   〃           大澤一隆 

   〃           森岡 啓 

   〃  （青少年奉仕）  長谷川 隆 

   〃           皆川英久 

 

  会 長          山田太熙 

  副会長          番場恵介 

  幹 事          田北健志 

  ＳＡＡ          小宮勝巳 

  会 計          大澤一隆 

 １２月４日例会報告(クリスマス家族会)   

出席報告 

会員数 出 席 出席率 

19名 18名 94.73％ 

来賓紹介 

☆ゲスト  ４名 

 小内賢一氏（東京東江戸川ＲＣ・会長） 

 唐澤正樹氏（東京東江戸川ＲＣ・副会長） 

 橋本豊之氏（東京東江戸川ＲＣ・幹事） 

 マイ，ヒエン ティタオさん（米山奨学生） 

☆会員ご家族・会員ゲスト  20名 

                  計24名 

http://www.tec-rc.jp/
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幹事報告 

・「第６回定例理事会」報告（12月２日開催） 

・「第３回クラブアッセンブリー」について 

 12月16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。 

・「第2580地区大会」について 

 2022年３月３日（木） ＰＭ12：15～登録 

 於：ホテルニューオータニ 

 ホスト：東京豊島東ＲＣ 
 登録料：会員 10,000円 ご家族 5,000円 
     新入会員昼食会（別途）5,000円 

 ☆３月３日（木）例会は、移動例会となりま 

  すので、ご注意ください。 

クリスマス家族会 

日 時：2021年12月４日（土） ＰＭ６：00～ 

場 所：ホテルイースト21東京 
 

             司会 鈴木久美子           

18：00 ＜例会＞    

点鐘           会長  皆川英久 

ロータリーソング「それでこそロータリー」 

        ソングリーダー  田北健志                

会長挨拶         会長  皆川英久 

来賓紹介         幹事  番場恵介 

来賓挨拶 東京東江戸川ＲＣ会長  小内賢一 

出席報告      出席委員長  定光孝義 

幹事報告         幹事  番場恵介   

点鐘           会長  皆川英久 
 

18：20 ＜懇親会＞ 

乾杯挨拶      パスト会長  実方 昇 

歓談・お食事 

会員・ご家族・ゲスト紹介 幹事  番場恵介 

 

18：50 ＜アトラクション＞ 

マジックショー         早稲田康平 

子どもたちへプレゼント 

ビンゴゲーム 

 

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  山田太熙 

                 [敬称略] 

 
2020～2021年度 

ロータリー地区補助金プロジェクト 

江戸川区に初めて設置される 

児童養護施設の子どもたちへピアノ寄贈 

 
今年度地区補助金を使った社会奉仕事業と

して、12月２日に今年４月に開設された児

童養護施設（江戸川つむぎの家）でピアノ

の寄贈式が行われました。施設の職員によ

る寄贈したピアノ演奏など心温まる寄贈式

に感激しました。 

今後の予定として、クリスマス会や来年２

月頃の演奏会などが予定されています。ぜ

ひ参加希望の方は番場幹事までお申し出お

願い致します。      【記 実方】 

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

