
点 鐘 

国 歌 「君が代」 

ロータリーソング 「奉仕の理想」 

Ｎｏ．１８  第１２３７回例会   ２０２３年（令和５年）１月１９日         

 

イニシエーションスピーチ  
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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 

 

 

  

メンバー 岩瀬 卓君、田島秀行君 

 

 

 

 １月５日例会報告   

 

第２回クラブフォーラム 

     （職業奉仕） 

 

出席報告 

会員数 出 席 出席率 

25名 21名 87.50％ 

来賓紹介  

☆ゲスト ３名 

 栗田けんじ氏（ゲストスピーカー） 

 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） 

                  計３名 

 

会長報告 

・渡辺パスト会長より、乾杯の挨拶 

・東京東江戸川ＲＣ会長・唐澤正樹氏より、ご 

 挨拶 

幹事報告 

・本日例会終了後、「第７回定例理事会」を開 

 催します。 

・「第３回臨時理事会」報告（12月26日開催） 

・１月12日（木）例会は、休会となりますので、 

 ご注意ください。 

・「第２回クラブフォーラム（国際奉仕）」に 

 ついて 

 １月19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。 

・１月26日（木）夜間例会は、通常例会に変更 

 となりましたので、ご注意ください。 

・「オープン例会（落語で一杯・レディース落 

 語会）」について 

 ２月16日（木） 18：30～ 

 於：東武ホテルレバント東京 

 卓話者：春風亭一花氏 

 参加費：会員・ご家族・ゲスト 5,000円 

     会員候補者 無料 

 ☆多数のご家族・ゲスト・会員候補者（全会 

  員１名）をお誘いください。 

  ご案内パンフレット、クラブ名入り封筒を 

  お持ち帰りください。 

・「下半期会費」について 

 請求書をメール送信しましたので、１月31日 

 までにお振込みください。 

・「ロータリーレート」のお知らせ 

 １月：132円（12月：138円）  
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唐澤正樹氏： 

岩倉孝雄氏： 

（東江戸川） 

初例会おめでとうございます。 

昨年は大変お世話になりました。 

本年もよろしくお願い致します。 

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 

 本日の卓話は、歌手・タレント 栗田けんじ 

氏による「初笑いは福が来る」でした。 

 ①あけましておめでとうございます。 

  全員でロータリーライフを楽しみ、 

        良い１年にしましょう。 

  今年も素敵な仲間が増えますように！ 

 ②東京東江戸川ＲＣ 

  唐澤会長、岩倉副会長、 

    ようこそお越しくださいました。 

  本年もよろしくお願い致します。 

 ③栗田けんじ様、「初笑いは福が来る」 

        楽しみにしております。 

本日のニコニコ情報 

池田君、大澤君、児玉君、小林君、定光君、 

関根君、田北君、田島秀行君、田島 泰君、 

田村君、番場君、福田君、洞下君、矢作君、 

山田太熙君、山田憲裕君、渡辺君 

・・・①②③ 

・１月10日（火）、「東京東江戸川ＲＣ・新年 

 初例会」に、山田太熙会員（会長）、田北会 

 員（幹事）が出席します。 

・１月18日（水）、「東京商工会議所江戸川支 

 部・新年賀詞交歓会」に、山田太熙会員（会 

 長）が出席します。 

・各ＢＯＸに、「会員名簿用・創立30周年記念 

 事業実行委員会」のシールが入っています。 

  

  

本日入金 ￥    57,000 

累計 ￥   730,340 

基金累計 ￥ 8,887,338 

長谷川君： 新年早々、週報にとんでもない記 

事が載りました。それだけ黒カバ 

ンと小生は一体なのです。そろそ 

ろ新品と買い替えか！本年もよろ 

しくお願い致します。  計20名 

 第３回家庭集会報告 

 日時：2022年11月17日（木） 

   ＰＭ６：30～ 

 会場：炭火焼肉東海苑 

ホスト：田村君、令夫人 

出席者：田北君、池田君、岩瀬君、児玉君、 

    長谷川君、矢作君      計８名 

テーマ：メークアップの思い出 

【田村君】 

・月曜日の夜によく利用させてもらった。 

・知らない地区に行ったら、歓迎された。 

【長谷川君】 

・当時メークアップの喜びを知らないと言われ 

 た。 

・知らない他クラブに行くと、ウチの良さも悪 

 いところも見える。 

【矢作君】 

・市川グランドホテル、浦安ブライトンホテル 

 によく行った。 

・できるだけ参加した方がためになる。 

【池田君】 

・最初は誰かに連れて行ってもらってください。 

・欠席の補填ではなく、何かを吸収するために 

 遊びに行けばいい。 

・リピートすれば仲間が増える。 

【岩瀬君】 

・一緒に行ってみたいので、どなたかお声掛け 

 をお願いします。 

【田北君】 

・ロータリークラブはブランドで、どこでも受 

 け入れてくれる。 

・海外旅行に行った時でも、ロータリーをまわ 

 っている。 

【田村令夫人】 

・女性陣は名字を忘れちゃうくらい、仲良くさ 

 せてもらっています。 

・年に１回くらいしかお会いできないので、是 

 非お連れになってください。 

【児玉】 

・一度参加させてもらいましたが、他の地区の 

 カラーも見えて、とても刺激を受けました。 

【その他】 

・衛星クラブ（女性会員専用）は、今後どうな 

 のでしょうか。       【記 児玉】 
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オープン例会のご案内 
 

春風亭一花さんをお迎えして 

落語で一杯・レディース落語会 

 

 日 時：２月16日（木） 18：30～21：00 

 会 場：東武ホテルレバント東京 

     ３階「龍田」 

 参加費：会員・ご家族・ゲスト 5,000円 

     会員候補者       無料 

  

 美味しいコース料理（ドリンク飲み放題） 

 をご用意して、お待ちしております 
 

多数のご参加をお願いいたします 
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 臨時理事会報告（３） 

       （持ち廻り）                         
 

日 時：2022年12月26日（月） 

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）オープン例会（落語で一杯・レディース 

   落語会）参加費について 

   会員・ご家族・ゲスト：5,000円 

   会員候補者：無料      以上承認 

 第７回定例理事会報告  

日 時：2023年１月５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、田島、 

    大澤、長谷川        計７名 

欠席者：長濱、小宮、森岡、皆川 

 

議 題 

（１）2023年来日（８月予定）青少年交換学生 

   受け入れについて 

   次年度は創立30周年記念事業もあるので、 

   お断りする。 

   2024年来日青少年交換学生の受け入れは 

   受諾する予定 

（２）2023学年度米山奨学生の世話クラブの引 

   き受けについて 

   受諾する。 

（３）地区から要請があった次年度地区役員に 

   ついて 

   次年度地区青少年交換委員会委員として、 

   長谷川会員の就任を承認する。 

（４）第２回山田会長杯ゴルフコンペについて 

   早期に決定し、会員と東京東江戸川ＲＣ 

   に案内する。 

（５）鶴岡東ＲＣ・創立35周年記念例会につい 

   て 

   ４月22日（土）～23日（日） 

   於：湯の浜温泉 游水亭いさごや 

   １月中旬に鶴岡東ＲＣへ参加人数を連絡 

   する。特に新入会員へ参加を呼びかける。 

（６）会員増強計画『プラン30』について 

   オープン例会やイベントへ積極的にお誘 

   いする。 

（７）創立30周年記念事業について 

   【記念例会】 

   10月21日（土）～22日（日） 

   於：母畑温泉 八幡屋（福島県石川郡） 

   台北永東ＲＣの都合が合わないことを想 

   定し、10月28日（土）～29日（日）を予 

   備日とする。 

   予備日の都合も合わなければ、2024年４ 

   月への延期を検討する。 

   【記念事業】 

   江戸川区立福祉作業所に冷蔵機能付き販 

   売車１台を寄贈する。 

   ９月に江戸川区庁舎前にて、寄贈式を行 

   う方向で進める。  

   【2023～2024年度ロータリー財団地区補 

   助金プロジェクト】 

   記念事業のために申請する。 

   申請記間：１月10日（火）～ 

        ２月28日（火） 

   【臨時クラブ総会】 

   １月26日（木）例会時に開催し、諮る。 

（８）１月26日（木）卓話について 

   岩瀬 卓会員、田島秀行会員のイニシエ 

   ーションスピーチとする。 

                 以上承認 
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