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Ｎｏ．１３  第１２３１回例会   ２０２２年（令和４年）１１月１０日         

 

日本の動物虐待の現状と問題点  
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   ☆ 会 長・山田太熙   ☆ 会報委員会・皆川英久・定光孝義 

   ☆ 副会長・番場恵介   ☆ 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・田北健志         ＴＥＬ：04-2946-9824  ＦＡＸ：04-2946-9825 

 

 

  

(一社)日本動物虐待防止協会代表理事 藤村晃子氏 

紹介者 社会奉仕委員会 

米山奨学生 マイ，ヒエン ティタオさん 

 

 １０月２７日例会報告   

 

知らないベトナム 

紹介者 クラブ奉仕委員会 

出席報告 

会員数 出 席 出席率 

23名 22名 100％ 

来賓紹介 

☆ゲスト ４名 

 嶋村文男氏（第2580地区ガバナー） 

 髙橋映治氏（第2580地区東分区ガバナー補佐） 

 橋本豊之氏（第2580地区幹事） 

 岩瀬 卓氏（山田太煕君ゲスト）  計４名 

 

会長報告 

・新会員の入会式 岩瀬 卓君 

幹事報告 

・11月３日（木）の例会は、休会となりますの 

 で、ご注意ください。 

・「第2750地区・第2580地区ローターアクト＆ 

 ロータリー米山奨学生学友会主催・南北合同 

 地区行事・プロギング」について 

 11月13日（日） 

 於：ビジョンセンター西新宿 

   新宿中央公園付近 

 ☆10月20日（木）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。 

・「世界ポリオデー2580（募金活動）」「世界 

 ポリオデー2580（映画上映会・食事会）」参 

 加報告（10月23日・24日開催） 

・「年次総会」について 

 12月１日（木） 13：10～ 

 ☆理事役員に立候補のご意志がある方は、11 

  月14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。 

・「東京東江戸川ＲＣ・第１回唐澤会長杯ゴル 

 フコンペ」のご案内 

 11月22日（火） 

 於：総武カントリークラブ印旛コース 

 ☆参加される方は、本日例会終了時までに、 

  会長へお申し出ください。 
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児玉君： 皆サン、お疲れ様です。久しぶりに 

京都のお客様にお会いできたのと、 

１人で京都御所を拝観してきました。

やはり京都はいいですネ。 

田北君： 第2580地区嶋村ガバナー、ようこそ 

いらっしゃいました。本日のフォー 

ラム、楽しみにしていました。よろ 

しくお願い致します。岩瀬卓様、入 

会おめでとうございます。末永いお 

付き合いをよろしくお願い致します。 

田村君： 嶋村ガバナー、ようこそ。アットホ 

ームな気分で楽しんでください。子 

クラブですからね。岩瀬さん、入会 

おめでとうごさいます。 

森岡君： 岩瀬さんの入会を楽しみにしてまし

た。６people left until our goal 

“PLAN 30”        計22名 
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 卓 話 

 本日の卓話は、第2580地区ガバナー・嶋村文 

男氏による「ガバナー講話」でした。 

  

10月の友愛コーナー ￥   3,200 

本日入金 ￥    52,000 

累計 ￥   506,100 

基金累計 ￥ 8,663,098 

 ①嶋村ガバナー、髙橋ガバナー補佐、 

  橋本地区幹事、 

  本日はようこそお越しくださいました。 

  ご指導よろしくお願い致します。 

 ②岩瀬卓様、ご入会おめでとうございます。 

  一緒にロータリーライフを楽しみましょう 

 ③本日は待ちに待った 

  「新入会員歓迎会」です。 

        大いに盛り上がりましょう。 

  地区の新入会員研修 

  「ハローＲｏｔａｒｙ・第１クール」も 

  明日から始まります。 

  ロータリーの奥深さを勉強してください。 

本日のニコニコ情報 

委員会報告 

＜親睦活動委員会＞ 

・「新入会員歓迎会」のご案内 
 10月27日（木） 18：30～ 

 於：料亭栃木家 

・「手ぶらでバーベキュー」参加のお願い 
 11月20日（日） 11：00～14：00 

 於：東京スカイツリータウンの庭 
   東京スカイツリータウン５階 

   ファームガーデン（すみだ水族館入口横） 
 参加費：大人 5,000円 

     13歳以上未成年 5,000円 

     12歳以下 無料 

 ☆当初の予定 11月６日（日）から変更しま 

  したので、ご注意ください。 
・「クリスマス家族会」参加のお願い 

 12月３日（土） 18：00～20：00 

 於：ホテルイースト21東京 ３階「東陽の間」 

 参加費：会員 30,000円（不参加協力金なし） 

     令夫人、ご友人 15,000円 

     小学生 5,000円 

     未就学児、ゲスト 無料 

 ☆当初の予定 18：30から変更しましたので、 

  ご注意ください。 

池田君、大澤君、小林様、小宮君、近藤君、 

定光君、実方君、田島君、長濱君、長谷川君、 

番場君、福田君、洞下君、皆川君、矢作君、 

山田太熙君、山田憲裕君・・・①②③ 

・「新入会員オリエンテーション“ハローＲｏ 

 ｔａｒｙ”第１クール【オンライン】」に、 

 10月31日（月）は関根会員、11月１日（火） 

 は児玉会員、11月２日（水）は洞下会員、11 

 月４日（金）は小林会員が出席します。 

 ☆岩瀬会員は、第２クールよりご出席くださ 

  い。 

髙橋映治氏： 

（東分区ガバナー補佐） 

よろしくお願いしま 

す。 

ガバナー公式訪問 

10：30～11：50  会長幹事懇親会 

12：30～13：30  例会  

13：40～15：00  フォーラム 
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「親睦家族旅行」報告 ２日目  

 10月９日（日）、親睦家族旅行２日目の朝を 

迎えました。昨夜の宴会も楽しく、何の問題も 

なく、天気は曇天ですが、清々しい気持ちで、 

昨夜の宴会場で美味しい朝食をいただきました。 

 その後、石見銀山の見学は、サイクリング巡 

りと散歩巡りチームにわかれ、筆者は散歩しま 

した。ガイドは郷土愛に溢れた女性で、石見銀 

山の歴史を色々と教えてくださいました。 

 第２回クラブアッセンブリー 

日 時：2022年10月27日（木） 13：40～ 

場 所：アンフェリシオン 

    ６階「ヌエヴォモーダ」 

ゲスト：第2580地区ガバナー・嶋村文男氏 

    第2580地区東分区ガバナー補佐・ 

    髙橋映治氏 

    第2580地区幹事・橋本豊之氏 

出席者：山田太熙、番場、田北、池田、岩瀬、   

    大澤、児玉、小林、小宮、近藤、 

    定光、実方、関根、田島、田村、 

    長濱、長谷川、福田、洞下、皆川、 

    森岡、矢作、山田憲裕    計26名 

 

テーマ：ガバナー公式訪問「フォーラム」 

 案内が終わり、昼食時にサイクリングチーム

と合流して昼食をとりました。 

 その後は各自、自由行動となり、松山城を見 

学された方々は遊覧船で堀川めぐりを楽しみま 

した。 
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１１月の予定 

 

 ３日（木）⇒ 休会 

 10日（木）⇒ 創立記念日（29周年） 

      ⇒ 第５回定例理事会 

 17日（木）⇒ 第３回家庭集会（田村）   

 20日（日）⇒ 手ぶらでバーベキュー 

        於：東京スカイツリー 

          タウンの庭 

 24日（木）⇒ 休会 

 

 筆者は日頃の激務の中、大事をとって、束の 

間の休憩をとり、山田会長主催の夕食会（海鮮 

串焼き満天）に参加しました。 
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 美味しい串焼きに舌鼓をうち、楽しい食事会 

を終えて、そのまま二次会（世李奈）へと進み 

ました。         【記 山田憲裕】 

                          2021～2022年度  2月例会出席報告                ※オンライン例会 

No 氏名 3日 17日      出席率   No 氏名 3日 17日      出席率 

1 池田 ○ ○     100   14 皆川 免  ○     100 

2 大澤 ○  ○     〃   15 森岡 ○  Zoom      〃  

3 小宮 ○ ○     〃  16 矢作 ○ ○      〃  

4 近藤 Zoom ○     〃  17 山田 太 ○ ○     〃 

5 定光 ○ Zoom     〃   18 山田 憲 ○ ○     〃 

6 実方 Zoom Zoom     〃   19 渡辺 免  免      免 

7 田北 Zoom ○     〃              

8 田島 △ ○      〃                 

9 田村 ○  ○     〃   会員数 19 19        

10 長濱 ○ ○     〃   出席者数 16 18        

11 長谷川 ○  ○      〃   欠席者数 3 1        

12 番場 ○  ○     〃   出席率 94.11 100      平均  

13 福田 ○  ○     〃   訂正出席率 100       100 
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