
点 鐘 

ロータリーソング 「それでこそロータリー」 

来賓紹介  

☆ゲスト 18名 

 春風亭一花氏（ゲストスピーカー） 

 畑岸真太郎氏（大澤君ゲスト） 

 内宮 健氏 （児玉君ゲスト） 
 近藤由起氏 （近藤君令夫人） 
 吉田雄一氏 （実方君ゲスト） 

 田村 誠氏 （田北君ゲスト） 

 平野千恵氏 （田北君ゲスト） 

 長濱久子氏 （長濱君令夫人） 

 長谷川恵子氏（長谷川君令夫人） 

 榎本清治氏 （森岡君ゲスト） 

 阿部すみれ氏（森岡君ゲスト） 

 栗林絢子氏 （森岡君ゲスト） 
 森岡芳美氏 （森岡君令夫人） 
 小出美帆氏 （森岡君ご令嬢） 
 江頭 勇氏 （山田太熙君ゲスト） 

 須賀倫志氏 （山田太熙君ゲスト） 

 田中啓隆氏 （山田太熙君ゲスト） 

 山田麻緒氏 （山田太熙君令夫人） 
                  計18名 

会長報告 

・実方パスト会長より、乾杯の挨拶 

・「トルコ・シリア地震災害支援金」協力のお 

 願い 

Ｎｏ．２２  第１２４１回例会   ２０２３年（令和５年）３月２日         

 

経営者と幸せ  
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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 

 

 

  

開智国際大学客員教授 新田信行氏 

紹介者 近藤昌之君 

 

 

 ２月１６日例会報告   

 

第４回クラブフォーラム 

     （社会奉仕） 

 

出席報告 

会員数 出 席 出席率 

25名 23名 100％ 

 

幹事報告 

・２月23日（木）例会は、休会となりますので、 

 ご注意ください。 

・「第４回クラブフォーラム（社会奉仕）」に 

 ついて 

 ３月２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。 

・「第９回定例理事会」について 

 ３月２日（木） クラブフォーラム終了後 

・「第2580地区ロータリーフューチャーフェス 

 タ」について 

 ３月５日（日） 10：15～17：00 

 於：タワーホール船堀 

 登録料：ロータリアン 7,000円 

     ロータリーファミリー 2,000円 

     （学生：無料） 
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春風亭一花氏 
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 卓 話 

 本日は、「オープン例会（落語で一杯・レデ 

ィース落語会）」を開催しました。 

＜友好姉妹クラブ委員会＞ 
・「鶴岡東ＲＣ・創立35周年記念交流会」参加 

 のお願い 
 ４月22日（土）～23日（日） 

 於：湯野浜温泉 游水亭いさごや  

 ☆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。 

・「江戸川６ロータリークラブ合同例会」につ 

 いて 

 ４月５日（水） 12：30～15：00 

 於：東武ホテルレバント東京 

 ホスト：東京臨海ＲＣ 

 登録料：5,000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。 

・２月20日（月）、「会長幹事会」に、山田会 

 員（会長）、長谷川会員（青少年奉仕委員長） 

 が出席します。 

・「ロータリーレート」のお知らせ 

 ２月：130円（１月：132円） 

委員会報告 

＜親睦活動委員会＞ 

・「米山奨学生・マイちゃん（マイ，ヒエン  

 ティタオ）と行く雪遊び」参加のお願い 

 ３月11日（土）～12日（日） 

 於：湯沢高原スキー場  
・「第２回山田会長杯ゴルフコンペ」参加のお 

 願い 

 ３月16日（木） 

 於：霞南ゴルフ倶楽部  

＜会員増強委員会＞ 
・「オープン例会」ご来会の御礼 

・当クラブのご紹介 

 第８回定例理事会報告  

日 時：2023年２月２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 泰、小宮、大澤、森岡、長谷川 

                  計10名 

欠席者：皆川 

 

議 題 

（１）2023学年度米山奨学生カウンセラーにつ 

   いて 

   次年度役職に関係するため、番場次年度 

   会長に選出を一任する。 

（２）オープン例会について 

   ２月16日（木） 18：30～ 

   於：東武ホテルレバント東京 

   当日の詳細は幹事からメールを送信する。 

（３）鶴岡東ＲＣ・創立35周年記念交流会につ 

   いて 

   ４月22日（土）～23日（日） 

   於：湯の浜温泉 游水亭いさごや 

   現時点では参加者20名 

   往路飛行機の時間変更を、幹事から鶴岡 

   東ＲＣへ伝える。 

（４）江戸川６ロータリークラブ合同例会につ 

   いて 

   ４月５日（水） 12：30～15：00 

   於：東武ホテルレバント東京 

   パネルディスカッションのパネラー（会 

   員増強に長けたクラブ代表）は、第９回 

   定例理事会までに選出する。 

（５）アースデー2580・ぶっく・デ・ア－スに 

   ついて    

   アースデー当日は、鶴岡東ＲＣ・創立35 

   周年記念交流会の開催日と重複している 

   ため、参加を見送る。 

（６）米山奨学生・マイちゃん（マイ，ヒエン 

   ティタオ）と行く雪遊びについて 

   ３月11日（土）～12日（日） 

   於：湯沢高原スキー場 

   前年度から延期しているので、予算など 

   は、長濱前年度親睦活動委員長が取り仕 

   切る。 

（７）第２回山田会長杯ゴルフコンペについて 

   ３月16日（木） 

   於：霞南ゴルフ倶楽部 

   東京東江戸川ＲＣの参加人数を見て、調 

   整する。 

（８）第２回新入会員歓迎会について 

   ３月30日（木） 

   計３名（田島秀行会員、他２名）で予算 

   を立てる。 
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欠席状況のお知らせ 
 

２月28日現在 

 

小宮勝巳会員 ９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。 

 

 

３月の予定 

 
 ２日（木）⇒ 第４回クラブフォーラム         

        （社会奉仕） 

      ⇒ 第９回定例理事会 

 ９日（木）⇒ 第５回家庭集会 

        （山田会長・田北幹事） 

 16日（木）⇒ 第２回山田会長杯ゴルフコンペ 

        於：霞南ゴルフ倶楽部 

      ⇒ 夜間例会 18：30～ 

 23日（木）⇒ 休会 

 30日（木）⇒ 第10回定例理事会 
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（９）会員増強計画『プラン30』について 

   引き続き、お声掛けを強化する。 

   オープン例会などでの人脈を活用する。 

   事業所への挨拶など、事後行動を強化す 

   る。 

（10）創立30周年記念事業について 

   江戸川区立福祉作業所への冷蔵機能付き 

   移動販売車の寄贈式 

   ９月８日（金） 13：15～13：30 

   於：江戸川区役所前庭 

   クラブ会員の事業所を中心に販路拡大の 

   支援、出発式の立会いを企画する。  

                 以上承認 

 第４回家庭集会報告 

 日時：2023年１月19日（木） 

   18：30～ 

 会場：二代目清鮨 

ホスト：小宮君 

出席者：山田太熙君、田北君、岩瀬君、児玉君、 

    小林君、田島秀行君、田島 泰君、 

    長濱君、山田憲裕君     計10名 

 江戸川区松本にある「二代目清鮨」で、家庭 

集会が催されました。メンバーは、山田会長、 

田北幹事、岩瀬会員、児玉会員、小林会員、田 

島秀行会員、田島 泰会員、長濱会員、私で、 

18時30分より小宮会員主催で始まりました。 

 美味なる料理を堪能しつつ、新会員の方々か 

らの東京江戸川中央ＲＣへの質問などに答えな 

がら、面白おかしく議論しました。ほとんどの 

皆様から「質問などすることもない、楽しい会 

だ」との意見を多数いただきました。 

 皆様、お酒は回っていても互いに気遣い、楽 

しい時を過ごし、家庭集会は無事終了しました。 

             【記 山田憲裕】 

    ＜第１回被選理事会報告＞ 

 

日 時：2023年１月26日（木） 18：00～ 

場 所：キッチンくぅ 

出席者：番場、大澤、山田憲裕、矢作、 

    長濱、小宮、田村、定光、近藤、 

    長谷川、山田太熙     計11名 

    創立30周年記念事業実行委員長・ 

    森岡 

欠席者：なし 

 

議 題 

（１）被選理事会の予定について【山田憲裕】 

   第２回：２月16日（木）13：00 Zoom 

   第３回：３月９日（木）例会終了後 

   第４回：４月20日（木）例会終了後 

   第５回：５月18日（木）例会終了後 

   第６回：６月15日（木）例会終了後 

（２）各委員会について 

  ・皆一丸となり、協力し合い、会員増強 

   を目指す。 

（３）次年度までのスケジュールについて 

  ・年間プログラム案は、今後の被選理事 

   会で会長より報告する。 

（４）次年度の抱負【各理事】 

  ・東京江戸川中央ＲＣ・創立30周年を楽 

   しい記念事業にするよう、努力する。 

（５）その他 

  ・森岡創立30周年記念事業実行委員長は、

10月までの被選理事会と理事会に出席 

   していただく。 

                以上承認 
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