
点 鐘 

ロータリーソング 「日も風も星も」 

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 

Ｎｏ．１７  第１２３６回例会   ２０２３年（令和５年）１月５日         

 

第２回クラブフォーラム 

     （職業奉仕） 
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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 

 

 １２月２２日例会報告   

 

初笑いは福が来る 

紹介者 田北健志君 

出席報告 

会員数 出 席 出席率 

25名 21名 95.45％ 

 

会長報告 

・「クリスマス家族会」報告（12月３日開催） 

・「2025～2026年度ガバナー（ガバナーノミニ 

 ーデジグネート）」決定報告 

 中川雅雄氏（東京浅草ＲＣ） 

・ロータリー米山奨学会より、「第20回米山功 

 労クラブ」として、表彰されました。 

・今月のお祝い 

・米山奨学生・マイ，ヒエン ティタオさんへ 

 奨学金の支給（ベトナム帰国中の８月分） 

・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 

・「第６回定例理事会」報告（12月１日開催） 

・「第２回臨時理事会」報告（12月１日開催） 

・本日例会に引き続き、「第３回クラブアッセ 

 ンブリー」を開催します。 

・12月29日（木）例会は、休会となりますので、 

 ご注意ください。 

・「第７回定例理事会」について 

 １月５日（木）例会終了後 

・12月25日（日）、「地区青少年交換委員会主 

 催・派遣国発表＆懇親会」に、長谷川会員（ 

 地区青少年交換委員）が出席します。 

＜創立30周年記念事業実行委員会＞ 
・本日「クラブアッセンブリー」終了後、実行 

 委員会を開催します。  

委員会報告 

＜親睦活動委員会＞ 

・「クリスマス家族会」の御礼と報告 

 （12月３日開催） 
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欠席状況のお知らせ 
 

12月31日現在 

 

小宮勝巳会員 ９月10日 

定光孝義会員 11月10日 

田島秀行会員 12月22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。 

 

池田君： 先日、那覇西ＲＣでメーキャッ 

プしてきました。小林 充幹事、 

お元気でした。 

田島 泰君： 本日は冬至。柚子を少し持って 

きましたので、風呂にでも入れ 

て楽しんでください。 

田村君： 本年最後の例会ですね。皆様、 

どうぞ良いお年を！ 

長谷川君： 行く年、お世話になりました。 

来る年、よろしくお願い致しま 

す。皆様、良い年をお迎えくだ 

さい。田島さん、柚子をありが 

とうございます。 

森岡君： １月の感染症、10月の腰痛に続 

き、昨日、愛車をコンクリート 

塀にぶつけました。来年は良い 

年になりますように、お願い！ 

矢作君： 今年もいろいろありがとうこざ 

いました。来年もよろしくお願 

いします。良いお年を！ 

           計20名 
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 卓 話 

 本日は、「第３回クラブアッセンブリー」を 

開催しました。 

 ①相変わらず、コロナウイルスが 

  猛威を振るっています。 

  当クラブでも感染者が出ています。 

  皆様、お気をつけて・・・ 

      楽しいお正月を迎えましょう。 

 ②本日はクラブアッセンブリーです。 

  皆様の成果を遺憾なく 

           発表してください。 

本日のニコニコ情報 

岩瀬君、大澤君、児玉君、小林君、小宮君、 

近藤君、定光君、実方君、関根君、田北君、 

長濱君、洞下君、山田太熙君、山田憲裕君 

・・・①② 

＜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［12月レート：138円］ 

 寄付金額：全会員 20,000円 

 内訳：年次  16,560円（120ドル）×25名 

    ポリオ  2,760円（20ドル）×25名 

    平和  16,560円 クラブ寄付扱い 

    残金    440円 ニコニコへ 

 皆様からの 499,560円を送金しました。 

 第３回クラブアッセンブリー 

日 時：2023年12月22日（木） 13：10～ 

場 所：アンフェリシオン 

    ６階「ヌエヴォモーダ」 

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、田村、長濱、 

    長谷川、洞下、森岡、矢作、山田憲裕 

                  計20名 

 

テーマ：各委員会活動計画の達成状況報告 

  

12月の友愛コーナー ￥   1,700 

本日入金 ￥    40,440 

累計 ￥   673,340 

基金累計 ￥ 8,830,338 
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無事に戻ってきて、何よりでございました。 

奥さまを、そして黒いカバンを 

これからも大切になさってください。 

届きました！ 

カバンが・・・ 
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「手ぶらでバーベキュー」報告 

日 時：2022年11月20日（日） 11：00～ 

場 所：東京スカイツリータウンの庭 
 

新型コロナウイルスの感染拡大で中止していた、 

当クラブのバーべキュー。今回は久しぶりに行 

われました。場所は東京スカイツリー・イース 

トヤード８階のドームガーデン、目の前にスカ 

イツリーがそびえ立っています。曇り空のもと、 

雨を心配しながらの開催です。少し肌寒い。 

 

バーベキューことはじめ 

そもそも当クラブのバーベキューの始まりは、 

森岡委員長（たぶん親睦）の発案で、田村がバ 

ーベキュー担当になりました。当クラブができ 

て２～３年後のことです。場所の選定から始ま 

ります。若洲公園キャンプ場がいいだろうと、 

下見がてら予約を取りました。次は肝心なバー 

ベキューコンロです。これは榊原さんのドラム 

缶を縦割りしたものをお借りしました。毎回の 

ようにお借りしましたね。備長炭はもちろん渡 

辺さんからです。食材、肝心のお肉は焼肉チェ 

ーンのオーナーの会員から本当に廉価で分けて 

もらいました。それはそれは極上のお肉でした 

ね。焼き鳥とかエビなど、様々な食材やお酒も、 

皆さんに持ち込んでもらいました。本当に手作 

りのバーベキュー大会でした。折り畳みの椅子 

とかテントやタープも用意されて、大掛かりに。 

準備万端。さらに鶴岡東ＲＣからはたくさんの 

『だだちゃ豆』が送られてきましたし、初代会 

長の岩瀬さんが、自らの見事な包丁さばきでカ 

ツオのたたきも運ばれてきました。快晴に恵ま 

れ、爽やかな海の風もあって、心地よくゆっく 

りと時が流れていきました。会場の設営から後 

片付けまで、全部自分たちでやるという手作り 

のバーベキューで大変でしたが、それなりに楽 

しかったのです。この大成功以来、時期と場所 

を変えながら、ほぼ毎年の当クラブの行事とな 

ったのであります。 

 

ということで、今回は本当に久しぶりのバーベ 

キューでしたね。今回のコンセプトは手間暇か 

けないバーベキューということで、３か所にわ 

かれて、ガスコンロでのバーベキューでした。 

新しい取り組みを感じました。これからは段々 

そういう方向に向かって行くのでしょうね。 

もう少し暖かい時に、次回はお願いします。参 

加の皆さん、お疲れ様でした！ 【記 田村】 

「親睦家族旅行」報告 特別編 

たかし君と黒いカバン 

 たかし君は黒いカバンが嫌いでした。その証 

拠に、出かけると何処にでも黒いカバンを置い 

てきます。 

 ある日、たかし君と黒いカバンは旅に出まし 

た。黒いカバンが嫌いなたかし君は、羽田空港 

のレストランにそっと置いてきました。でも、 

ケイコさんが見つけて、たかし君に届けていま 

した。米子空港に着いたたかし君は、そっと座 

席に置いて飛行機を降りました。でも、ワク君 

が気がついて、たかし君に届けます。 

 とうとう、たかし君は遠く出雲の道の駅に黒 

いカバンを放り出してしまいました。それでも、 

タイキ君が発車するバスから飛び降りて、トイ 

レに捨てられた黒いカバンを拾いに行ってくれ 

ました。 

 たかし君は、やっと気が付きました。黒いカ 

バンがたかし君に捧げる愛の大きさに。でも、 

本当は違うのです。何処にでも黒いカバンを置 

いてくるたかし君に対する、ケイコさんと江戸 

中のみんなの思いやりの証なのです。 

               【記 森岡】 
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１月の予定 

 
 ５日（木）⇒ 第７回定例理事会 

 12日（木）⇒ 休会 

 19日（木）⇒ 第２回クラブフォーラム 

        （職業奉仕） 

      ⇒ 第４回家庭集会（小宮） 

 26日（木）⇒ 通常例会に変更 
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新年のご挨拶 
       会 長  山 田 太 熙 

新年明けましておめでとうございます。 

昨年中は東京江戸川中央ロータリークラブに 

ひとかたならぬご理解とご協力を賜り、誠に 

ありがとうございます。皆様におかれまして 

は、つつがなく新しい年をお迎えのこととお 

慶び申し上げます。 

ご承知の通り、このところの原材料価格の急 

騰、部品調達の停滞、withコロナのもとでの 

勤務形態の多様化など、我々を取り巻く環境 

はますます変化しております。また、コロナ 

禍の影響を受けた様々な難問が山積しており 

ますが、先ずはこうして無事に新しい年を迎 

えることができたことを感謝したいと思いま 

す。 

ここ数年は、コロナの影響で様々なイベント 

が中止や延期を余儀なくされましたが、皆様 

のご協力で、今年度は多くの親睦イベントも 

開催でき、更に現在まで６名の新入会員・永 

久の仲間ができました。 

今年は更に皆様の為になる、お役に立てる、 

楽しいクラブになるよう、理事・役員で努め 

ていきたいと考えております。 

また、次年度創立３０周年を迎えるにあたり、 

会員増強計画「プラン３０」を今年度中に達 

成できるよう、引き続き皆様のご協力をお願 

い致します。 

最後に、まだまだ先の見えない状況が続きま 

すが、会員相互協力し合い、この未曾有の危 

機を共に乗り越え、東京江戸川中央ロータリ 

ークラブ・ライフを楽しんで参りましょう。 

皆様のご健勝とご多幸を祈念し、新年のご挨 

拶とさせていただきます。本年もどうぞよろ 

しくお願い申し上げます。 

新年のご挨拶 
       幹 事  田 北 健 志 

新年あけましておめでとうございます。 

謹んで新春をお祝い申し上げます。 

皆様におかれましては、新春を清々しい気持 

ちでお迎えのこととお慶び申し上げます。昨 

年は多くのお力添えいただき、誠にありがと 

うございました。 

山田丸もあと半年となりました。道中でパワー 

アップさせて、出航した船体より大きく立派に 

して帰港し、着岸したいと思っています。 

今年も会員増強計画「プラン３０」に近づける 

ように、クラブの質の向上に対して理事・役員 

一丸となり、努めて参ります。皆様のより一層 

のご支援を賜りますよう、心よりお願い申し上 

げます。 
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