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ロータリーソング 「それでこそロータリー」 

Ｎｏ．１２  第１２３０回例会   ２０２２年（令和４年）１０月２７日         

 

知らないベトナム  
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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 

 

 

  

米山奨学生 マイ，ヒエン ティタオさん 

紹介者 クラブ奉仕委員会 

第2580地区ガバナー 嶋村文男氏 

 

 １０月２０日例会報告   

 

ガバナー公式訪問 

 

出席報告 

会員数 出 席 出席率 

23名 21名 95.00％ 

来賓紹介 

☆ゲスト ２名 

 岩瀬 卓氏（森岡君・長谷川君ゲスト） 

 小嶋英彦氏（山田太煕君ゲスト） 

                  計２名 

 

会長報告 

・東武トップツアーズ株式会社・小嶋英彦氏よ 

 り、「親睦家族旅行」の御礼 

 （10月８日～10日開催） 

・「東分区懇親ゴルフ大会」参加報告 

 （10月17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。 

幹事報告 

・「ガバナー公式訪問」について 

 10月27日（木） 

 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 

・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。 

・10月23日（日）、「世界ポリオデー2580（募 

 金活動）」に、山田太熙会員（会長）、番場 

 会員（副会長）、田村会員（地区ポリオプラ 

 ス委員長）が参加します。 

・「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、10月27日（木）例会終了 

  時までに、会長へお申し出ください。 

・今月のお祝い 
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委員会報告 

＜職業奉仕委員会＞ 

・「四つのテスト」唱和 

田村君： 本日、卓話当番です。どうぞよろ 

しく！ 

長谷川君： ９月11日に人生初のホールインワ 

ンを達成しました。記念しまして 

ＱＵＯカードを作りました。皆様 

へのささやかなプレゼントです。 

森岡君： 岩瀬卓さん、ようこそ！親睦旅行 

も参加ありがとうごさいました。 

来週、楽しみにしてます。  

            計19名 
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 卓 話 

 本日の卓話は、メンバー・田村純治君による 

「ロータリーよもやま話」でした。 

  

  

本日入金 ￥    38,000 

累計 ￥   450,900 

基金累計 ￥ 8,607,898 

 ①東分区懇親ゴルフ大会にご参加の皆様、 

  お疲れ様でした。 

  会長の奥様・麻緒さん、「女性の部」 

       優勝おめでとうございます。 

 ②岩瀬卓様、 

  本日はようこそおいでいただきました。  

  ごゆっくりご歓談ください。 

         来週が待ち遠しいです。 

 ③田村パストガバナー補佐、 

  本日の卓話、 

  どんなお話が聞けるのか、楽しみです。 

  よろしくお願い致します。 

本日のニコニコ情報 

＜公共イメージ委員長（ポリオデー担当）＞ 

・「世界ポリオデー2580（募金活動）」のご案内 

 10月23日（日） 集合時間 ９：50 

 10：00～12：00 

 於：ＪＲ錦糸町駅南口 

・「世界ポリオデー2580（映画上映会・食事会） 

 」のご案内 

 10月24日（月） 15：30～ 

 於：東武ホテルレバント東京 

＜米山奨学委員会＞ 

・「米山奨学会への寄付金」協力の御礼と報告 

 皆様からの480,000円を送金しました。 

・「米山梅吉記念館・維持費寄付金」協力の御 

 礼と報告 

 皆様からの46,000円を送金しました。 

・10月24日（月）、「世界ポリオデー2580（映 

 画上映会・食事会）」に、山田太熙会員（会 

 長）、田村会員（地区ポリオプラス委員長） 

 が参加します。 

＜親睦活動委員会＞ 

・「東分区懇親ゴルフ大会」の御礼と報告 

 （10月17日開催） 

・「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。 

・「落語で一杯 レディース落語会」参加のお 

 願い（予告） 

 2023年２月16日（木） 18：30～20：30 

 於：落語・小料理やきもち  

池田君、大澤君、児玉君、小林様、小宮君、 

近藤君、定光君、実方君、関根君、田島君、 

長濱君、番場君、福田君、洞下君、山田太熙君、 

山田憲裕君・・・①②③ 
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「親睦家族旅行」報告 １日目  

 今回の親睦家族旅行は、２年前に入会した小 

生（長濱）にとりまして、初めての旅行となり 

ました。 

 ２班に分かれて出雲まで行きます。第１班（ 

大隊）は、10月８日（土）に羽田空港より空路 

で、第２班（小隊）は、10月７日（金）、21時 

50分発の陸路で、寝台特急サンライズ出雲号。 

前評判が高く、１度は乗ってみたいと思ってい 

ました。２枚のプラチナチケット、取るのも大 

変だったようです。ラッキーでした。 

 小隊は、小生と福田会員の２名、東京駅にて 

中華料理で軽く夕食を済ませ、つまみとお酒を 

少々？買い、車内へ乗り込みました。（寝台特 

急サンライズ出雲号車内では、飲食の販売がな 

いため）車内は２階建てで、室内は予想よりも 

広く快適な空間です。いざ走り出すと、揺れも 

少なく乗り心地も最高！福田会員の部屋でスコ 

ッチを飲みながら雑談し、午前０時就寝、米子 

駅まで。 

 出雲大社では、大しめ縄や日本一大きな日の 

丸などを見学し、皆、神様に欲深いお願い（出 

雲の神様は何でも聞いてくれるらしい）をして、 

日御碕へ。 

 翌朝、米子駅から鬼太郎列車で、米子空港駅 

まで乗り、合流地点へ。彦根から車での田北会 

員とは無事合流しましたが、大隊の到着にアク 

シデントがあり、30分遅れのアナウンス。更に 

待つこと30分、ようやく山田会長はじめ、大隊 

の皆様の元気なお姿が見えて、一安心しました。 

皆が無事合流できて、何よりでした。バスに乗 

り換えて出雲へＧＯ！ 

 白い灯台と美しい日本海の景色を堪能して、 

今日のお宿、玉造温泉「ホテル玉泉」へ。大変 

立派なホテルで、着くや早々、美肌の温泉にゆ 

っくり入って、大宴会場へ。普段からお美しい 

ご夫人方が、温泉のせいか、よりお美しくなら 

れたような！？ 
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Tokyo Edogawa Chuo Rotary Club  http://www.tec-rc.jp/ 

 宴も終わり、各自めいめい玉造温泉の夜を、 

更に満喫しました。      【記 長濱】 

嶋 村 文 男 ガ バ ナ ー 公 式 訪 問 

【生年月日】   1963（昭和38）年７月 

【学 歴】    1987年３月 法政大学法学部政治学科 卒業 

【職 歴】    1987年４月 株式会社日鉄ライフ 入社 

         1990年１月 島村運輸倉庫株式会社 入社 

         1998年５月 島村運輸倉庫株式会社 

               代表取締役就任 

【ロータリー歴】 職業分類：一般貨物輸送 

 2006年１月10日 東京東江戸川ロータリークラブ 入会 

 2007～2008年度 会報・雑誌委員長 

 2008～2009年度 副幹事・青少年育成委員長 

 2009～2010年度 理事・社会奉仕委員長 

 2010～2011年度 理事・親睦活動委員長 

 2011～2012年度 新世代奉仕委員長 

 2012年１～６月 理事 

 2012～2013年度 理事・新世代奉仕委員長 

         地区米山奨学委員会委員 

 2013～2014年度 役員・幹事 

         地区米山奨学委員会委員 

 2014～2015年度 理事・国際奉仕委員長 

         地区米山奨学委員会副委員長 

 2015～2016年度 理事・クラブ奉仕委員長 

         役員・副会長 

         地区米山奨学委員会副委員長 

 2016～2017年度 会長 

 2017～2018年度 役員・幹事 

         地区ポリオプラス委員会委員 

 2018～2019年度 地区ＲＹＬＡ委員会委員長 

 2019～2020年度 ガバナー補佐 

  

 2015～2016年度 ポリオのない世界のための奉仕賞 受賞 

 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 

 米山功労者・メジャードナー 

 2022～2023年度 

 国際ロータリー 

 第2580地区ガバナー 

 
 

ＦＵＭＩＯ 

 ＳＨＩＭＡＭＵＲＡ 
       

嶋 村 文 男 氏 
 

東京東江戸川ロータリークラブ 

 美味しいお酒とお食事を楽しみながら、安来 

節の鑑賞などもあり、大変素晴らしい宴会でし

た。 
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