
来賓紹介 

☆ゲスト １名 

 マイ，ヒエン ティタオさん（米山奨学生） 

                 計１名 

点 鐘 

国 歌 「君が代」 

ロータリーソング 「奉仕の理想」 

Ｎｏ．１６  第１２３４・１２３５回例会   ２０２２年（令和４年）１２月２２日         

 

初笑いは福が来る  
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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 

 

 

  

歌手・タレント 栗田けんじ氏 

紹介者 田北健志君 

 

 

 １２月１日例会報告   

 

第３回クラブアッセンブリー 

 

出席報告 

会員数 出 席 出席率 

24名 22名 100％ 

 

会長報告 

・「物故会員・小林 悟氏ご命日」報告 

 （2017年12月10日ご逝去） 

 ご冥福をお祈りし、黙祷を捧げました。 

・「手ぶらでバーベキュー」報告 

 （11月20日開催） 

・本日例会に引き続き、「年次総会」を開催し 

 ます。 

・米山奨学生・マイ，ヒエン ティタオさんへ 

 奨学金の支給 

・米山奨学生・マイ，ヒエン ティタオさんよ 

 り、近況報告 

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３日（土） 18：00～ 

 於：ホテルイースト21東京 

 ☆12月８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。 

・12月15日（木）例会は、休会となりますので、 

 ご注意ください。 

・「第３回クラブアッセンブリー」について 

 12月22日（木） 13：10～ 

 ☆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。 

・「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、本日例会終了時までに、 

  事務局へお申し出ください。 

・「新入会員オリエンテーション“ハロー Ｒ 

 ｏｔａｒｙ”第２クール【オンライン】」に、 

 12月１日（木）は児玉会員、12月２日（金） 

 は洞下会員、12月６日（火）は岩瀬会員、12 

 月７日（水）は関根会員が出席します。 
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池田君： おかげ様で昨日、ＦＭえどがわは、 

放送開始25周年を迎えました。 

森岡君： 明朝はスペイン戦！土曜日はクリス 

マス家族会！私の腰も、ようやく杖 

なしで歩けるようになりました。 

             計21名 

2023～2024年度 理事 

点 鐘 

ロータリーソング 「我等の生業」 

委員会報告 

＜職業奉仕委員会＞ 

・「四つのテスト」唱和 
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 卓 話 

 本日は、「年次総会」を開催しました。 

  

  

本日入金 ￥    50,000 

累計 ￥   631,200 

基金累計 ￥ 8,788,198 

 ①今日から12月になりました。 

  残り１ヶ月、全員無事で 

        今年を乗り切りましょう。 

 ②今日は年次総会です。 

  次年度理事の方々、創立30周年に向けて 

        よろしくお願い致します。 

本日のニコニコ情報 

＜親睦活動委員会＞ 

・「親睦家族旅行」「新入会員歓迎会」収支報 

 告 
・「手ぶらでバーベキュー」の御礼と報告 

 （11月20日開催） 
・「クリスマス家族会」のご案内 

 12月３日（土） 18：00～ 

 於：ホテルイースト21東京 

 ☆開会前（17：45）に、３階写真室にて集合 

  写真を撮影しますので、お集まりください。 

岩瀬君、大澤君、児玉君、小林君、小宮君、 

定光君、実方君、関根君、田北君、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 
      ＜年次総会報告＞      
 

    2023年７月～2024年６月 理事       

   

  理 事 （会 長）    番場恵介 

   〃  （クラブ奉仕）  大澤一隆 

   〃           山田憲裕 

   〃  （職業奉仕）   矢作文弘 

   〃  （社会奉仕）   長濱浩一 

   〃  （国際奉仕）   小宮勝巳 

   〃           田村純治 

   〃           定光孝義 

   〃           近藤昌之 

   〃  （青少年奉仕）  長谷川 隆 

   〃           山田太熙 

 

  会 長          番場恵介 

  副会長          大澤一隆 

  幹 事          山田憲裕 

  ＳＡＡ          田村純治 

  会 計          定光孝義 

 １２月３日例会報告(クリスマス家族会)   

来賓紹介 

☆ゲスト ５名 

 唐澤正樹氏（東京東江戸川ＲＣ・会長） 

 岩倉孝雄氏（東京東江戸川ＲＣ・副会長） 

 菅原隆之氏（東京東江戸川ＲＣ・幹事） 

 田島秀行氏（山田太熙君ゲスト） 

 呉 菘さん（元米山奨学生） 

☆会員ご家族・会員ゲスト 27名 

                  計32名 

・12月３日（土）、「Ｉｍａｇｉｎｅ Ｒｏｔ 

 ａｒｙ 環境ワークショップ（地区ロータリ 

 ー財団補助金活用セミナー）」に、田村会員 

 （地区ポリオプラス委員長）、長濱会員（社 

 会奉仕委員長）が出席します。 
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山田会長ご夫妻より、 

子どもたちへプレゼント 
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出席報告 

会員数 出 席 出席率 

24名 19名 86.36％ 

会長報告 

・新会員の入会式 田島秀行君 

・元米山奨学生・呉 菘さんへ「台東地震」災害 

 見舞金の贈呈 

 ９月18日、ご実家のある花蓮県玉里鎮が震度６ 

 弱を観測し、被災されました。 

 会員有志による見舞金を贈りました。  

幹事報告 

・「第６回定例理事会」報告（12月１日開催） 

・12月８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。 

・12月15日（木）例会は、休会となりますので、 

 ご注意ください。 

・「第３回クラブアッセンブリー」について 

 12月22日（木） 13：10～ 

 ☆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。 

・12月９日（金）、「地区職業奉仕セミナー」 

 に、田北会員（幹事）、福田会員（職業奉仕 

 委員長）が出席します。 

・12月10日（土）、「東京東江戸川ＲＣ・忘年 

 家族会」に、山田太熙会員（会長）、番場会 

 員（副会長）、田北会員（幹事）が出席しま 

 す。 

・「ロータリーレート」のお知らせ 

 12月１日から138円（11月：148円） 

クリスマス家族会 

日 時：2022年12月３日（土） ＰＭ６：00～ 

場 所：ホテルイースト21東京 
 

18：00 ＜例会＞    

点鐘           会長  山田太熙 

ロータリーソング「我等の生業」 

        ソングリーダー  田島 泰               

会長挨拶         会長  山田太熙 

来賓紹介         幹事  田北健志 

来賓挨拶 東京東江戸川ＲＣ会長  唐澤正樹 

出席報告      出席委員長  小宮勝巳 

会長報告         会長  山田太熙 

幹事報告         幹事  田北健志   

点鐘           会長  山田太熙 

 

             司会  宮本利香          

18：30 ＜懇親会＞ 

乾杯挨拶      パスト会長  福田裕之 

歓談・お食事 

会員・ご家族・ゲスト紹介 幹事  田北健志 

 

19：00 ＜アトラクション＞ 

マジックショー         小泉ポロン 

パフォーマンス         ごっちくん 

子どもたちへプレゼント  会長  山田太熙 

          会長令夫人  山田麻緒 

 

ロータリーソング「手に手つないで」    

        ソングリーダー  田村純治 

閉会挨拶        副会長  番場恵介 

 

                 [敬称略] 
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東京東江戸川ＲＣ 三役の皆様と 

 

欠席状況のお知らせ 
 

11月30日現在 

 

池田正孝会員 11月17日 

小宮勝巳会員 ９月10日 

定光孝義会員 11月10日 

実方 昇会員 ９月10日 

 

メークアップ期間は、 

「欠席した年度と同じ年度内」です。 
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 第６回定例理事会報告  

日 時：2022年12月１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 

                  計10名 

欠席者：皆川 

 

議 題 

（１）クリスマス家族会について 

   12月３日（木） 18：00～ 

   於：ホテルイースト21東京 

   田島秀行氏の入会式を行う。 

   元米山奨学生・呉 菘さんへ会員有志か 

   らの「台東地震」災害見舞金を贈呈する。 

   ＳＡＡ襷、エンブレム、日章旗、クラブ 

   旗は持参する。 

   鐘、タクトは東京江東ＲＣから拝借する。 

（２）新年初例会について 

   １月５日（木） 

   卓話は、卓話紹介者・皆川会員に代わり、 

   会長幹事預かりとする。 

（３）オープン例会について 

   １月26日（木）夜間例会から、２月16日 

 臨時理事会報告（１） 

       （持ち廻り）                         
 

日 時：2022年11月18日（金） 

場 所：各事業所（メールにて） 

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 

 

議 題 

（１）田島秀行氏の入会について 

   クラブ細則第10条による手続きをする。 

                 以上承認 

   （木）夜間例会に変更する。 

   １月26日（木）は、夜間例会から通常例 

   会に変更する。 

   アンフェリシオン・足立様の了承済み 

（４）落語で一杯 レディース落語会について 

   オープン例会の卓話として行う。 

（５）収支報告（11月末）について 

   対策を取り、会員増強に努める。 

   経費削減も進める。 

（６）第２回新入会員歓迎会について 

   2023年３月２日（木）予定 

（７）社会奉仕委員会の活動計画について 

   動物虐待の広報支援を目的とする。 

   当クラブの提供で、ＦＭえどがわにて半 

   期２～３回の放送予定 

（８）会員増強計画『プラン30』について 

   予算の関係に限らず、各行事、趣味など 

   を利用して、３名は増強する。 

                 以上承認 

 臨時理事会報告（２） 

       （持ち廻り）                        
 

日 時：2022年12月１日（木） 

場 所：各事業所（メールにて） 

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 

 

議 題 

（１）皆川英久会員の出席免除について 

   クラブ定款第10条第５節（ｂ）による出 

   席免除を承認する。     以上承認 
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