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第１２３２回例会

２０２２年（令和４年）１１月１７日

日本の動物虐待の現状と問題点

紹介者

年次総会

社会奉仕委員会

(一社)日本動物虐待防止協会

代表理事

藤村晃子氏

１１月１０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」

・米山奨学生 マイ，ヒエン ティタオさんへ
奨学金の支給
・ロータリー米山奨学会 米山功労者感謝状の
授与
第１回功労者 → 大澤会員、山田憲裕会員
第７回功労者 → 近藤会員

来賓紹介
☆ゲスト ２名
グエン グイアさん（番場君ゲスト）
マイ，ヒエン ティタオさん（米山奨学生）
計２名
出席報告
会員数

出 席

出席率

24名

20名

86.95％

会長報告
・「物故会員・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29周年記念日」報告（11月10日）
・「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。
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☆
☆
☆

会 長・山田太熙
副会長・番場恵介
幹 事・田北健志

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。
・11月24日（木）の例会は、休会となりますの
で、ご注意ください。
・「ロータリー希望の風奨学金支援・東日本大
震災チャリティーコンサート」について
2023年３月10日（金） 17：30～
於：すみだトリフォニーホール 小ホール
登録料：対面参加 6,000円
オンライン視聴 3,000円
☆参加される方は、12月１日（木）例会終了
時までに、事務局へお申し出ください。

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

☆ 会報委員会・皆川英久・定光孝義
☆ 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

・「ロータリーレート」のお知らせ
11月１日から148円（10月：145円）
・11月13日（日）、「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、番場会員（米山奨学生カウンセラー）、
マイ，ヒエン ティタオさん（米山奨学生）
が出席します。
・11月15日（火）、「江戸川６クラブ会長幹事
会」に、大澤会員（地区幹事）、山田太熙会
員（会長）、田北会員（幹事）、長濱会員（
社会奉仕委員長）が出席します。
委員会報告
＜職業奉仕委員会＞
・「四つのテスト」唱和
＜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17日（木）例会終了時まで募りますので、
ご協力ください。
＜親睦活動委員会＞
・「新入会員歓迎会」の御礼と報告
（10月27日開催）
・「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。

卓

本日入金 ￥

36,000

累計 ￥

542,100

基金累計 ￥

8,699,098

本日のニコニコ情報
①コロナがまた猛威を振るっています。
楽しい年末を迎えるために、
なるべく無駄な外出は控えましょう。
②今日の卓話者は、
米山奨学生のマイちゃんです。
演題は「知らないベトナム」です。
楽しみにしております。
池田君、岩瀬君、児玉君、小林君、近藤君、
実方君、関根君、田島君、田村君、長濱君、
長谷川君、番場君、福田君、洞下君、矢作君、
山田太熙君、山田憲裕君・・・①②
森岡君： 野球もいいけど、サッカーもね！サ
ッカーＷ杯が始まります
計18名

「親睦家族旅行」報告

３日目

2022年10月10日（月・祝）、楽しい親睦旅行
もいよいよ最終日です。
前日の山田会長ナイトに参加された方々には
若干疲れも見えましたが、午前９時にはホテル
を出発し、まずは足立美術館に向かいました。

話

本日の卓話は、米山奨学生・マイ，ヒエン
ティタオさんによる「知らないベトナム」でし
た。
ご友人・グエン グイアさんがベトナムの歌
を披露してくださいました。
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足立美術館の日本庭園は、アメリカの日本庭
園専門誌で、19年連続日本一選ばれているとの
ことで、とても素晴らしい庭園でした。また、
美術館内には横山大観の絵画など貴重な近代美
術が多数展示されており、心洗われる時間とな
りました。
ここで、電車組の福田会員と長濱会員とお別
れし、残りのメンバーは「境港水産物直売セン
ター」に足を運び、各々お土産の購入などをし
ました。

その後、境港の「大漁市場なかうら」に行き、
カニ尽くしのランチを美味しくいただきました。
ここには、全長 ７.７ｍの巨大な鬼太郎像（松
葉ガニを抱えている！）がそびえ立っており、
撮影スポットとしても最適で、参加メンバーで
記念撮影をしました。

そして、今回の親睦旅行の最後は、「水木し
げるロード」の散策でした。約 800ｍの通り全
体が鬼太郎一色であり、道の両側には 177体の
妖怪ブロンズ像が設置され、観光客を出迎えて
くれます。妖怪スタンプラリーもあり、子ども
たちに好評でした。日本人で「ゲゲゲの鬼太郎」
を知らない人はいませんので、世代を超えて、
大人から子どもまで散策を楽しむことができま
した。

「水木しげるロード」の散策を終え、名残惜
しいですが、米子空港から帰りの途に就きまし
た。
羽田空港に到着後、自由解散となりましたが、
全員が無事に帰宅し、10月13日（木）のガバナ
ー補佐訪問・クラブアッセンブリーを迎えるこ
とができました（しかも、全員出席！）。
久しぶりの親睦旅行ということもあり、メン
バーにとっても特別な親睦旅行になったものと
思いますし、個人的には、妻や子どもたちが喜
んでくれたことが何よりでした。
最後になりますが、コロナ禍が完全に収束し
てはいない中で、親睦旅行実施の英断をしてく
ださった山田会長、田北幹事、そして、親睦旅
行を企画・立案してくださった森岡親睦委員長、
長谷川親睦副委員長（イベント担当）には、心
より感謝申し上げます。
【記 大澤】
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第４回定例理事会報告

第５回定例理事会報告

日 時：2022年10月６日（木）例会終了後
場 所：アンフェリシオン
出席者：山田太熙、番場、田北、福田、長濱、
田島、小宮、大澤、森岡、長谷川、
皆川
計11名
欠席者：なし

日 時：2022年11月10日（木）例会終了後
場 所：アンフェリシオン
出席者：山田太熙、番場、田北、福田、長濱、
田島、森岡、長谷川
計８名
欠席者：小宮、大澤、皆川

議 題
（１）2022～2023年度予算案の承認
（２）岩瀬 卓氏の入会について
クラブ細則第10条による手続きをする。
（３）ガバナー公式訪問について
10月27日（木）
岩瀬 卓氏の入会が決定した場合、入会
式を行う。襟ピン・エンブレムの贈呈を
ガバナーにお願いする。
（４）台湾・台東地震について
元米山奨学生・呉 菘さんの実家（花蓮
県玉里鎮）が震度６弱を観測し、被害を
受けた。幹事から前年度在籍会員にお声
掛けをして、有志による寄付を募る。
（５）2024～2025年度ガバナー補佐候補者の推
薦について
田村会員からお声掛けをしていただく。
（６）手ぶらでバーベキューについて
11月20日（日） 11：00～14：00
於：スカイツリーの庭
予算案の承認
親睦活動委員会の予算より、10万円
参加費：大人 5,000円
13歳以上未成年 5,000円
12歳以下 無料
（７）クリスマス家族会について
12月３日（土） 18：00～20：00
於：ホテルイースト21東京
予算案の承認
親睦活動委員会の予算より、10万円
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
ゲスト：東京東江戸川ＲＣ・唐澤会長
東京東江戸川ＲＣ・岩倉副会長
東京東江戸川ＲＣ・菅原幹事
米山奨学生・マイ，ヒエン
ティタオさん
元米山奨学生・呉 菘さん
（事務局・石原）
（８）会員増強計画「プラン30」について
残り６名の新入会員候補者は、今年中に
目星をつける。
以上承認
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議 題
（１）2024～2025年度ガバナー補佐候補者の推
薦について
山田太熙会員の承諾を得られたので、ク
ラブより推薦する。
（２）親睦家族旅行、新入会員歓迎会の収支報
告
親睦家族旅行の残金から、2,000 円をゲ
ストに返金する。親睦活動委員会に預け
る。
（３）手ぶらでバーベキュー、クリスマス家族
会について
新型コロナウイルスの状況により、開催
を検討する。現時点では、対策をして開
催する。
（４）社会奉仕委員会の活動計画について
11月17日（木）の卓話後に委員会を開催
して、詳細を決定する。
卓話者：非営利一般社団法人日本動物虐
待防止協会・藤村晃子氏
演題：日本の動物虐待の現状と問題点
（５）会員増強計画「プラン30」について
田島会員紹介の新入会員候補者１名から
履歴書が提出される予定
（６）創立30周年記念事業実行委員会について
委員長：森岡会員
幹事（江戸川区担当）・記録・会計
：大澤会員
副委員長（記念事業キッチンカー担当）
：長濱会員
副委員長（台北永東ＲＣ担当）
：小宮会員
副委員長（鶴岡東ＲＣ担当）
：長谷川会員
副委員長（行事担当）：山田太熙会員
次年度会長・幹事
以上承認

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。
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