
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 ４名 

 マイ，ヒエン ティタオさん（米山奨学生） 

 平野千恵氏 （田北君ゲスト） 

 長谷川恵子氏（長谷川君令夫人） 

 山田麻緒氏 （山田太熙君令夫人） 計４名 

会長報告 

・「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」報告 

 （３月11日～12日開催） 

・「第２回山田会長杯ゴルフコンペ」報告 

 （３月16日開催） 

 優勝：長谷川会員 

・「ロータリー希望の風奨学金」のご説明と協 

 力のお願い 

 金額：１人につき、10,000円 

Ｎｏ．２５  第１２４４回例会   ２０２３年（令和５年）３月３０日         

 

江戸川６クラブ合同例会  
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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 

 

 

  

 

於：東武ホテルレバント東京 

        田中啓隆氏 

 

 ３月１６日例会報告   

 

イニシエーションスピーチ 

本日入会予定者 須賀倫志氏 

出席報告 

会員数 出 席 出席率 

25名 20名 90.90％ 

 

幹事報告 

・３月23日（木）例会は、休会となりますので、 

 ご注意ください。 

・「第10回定例理事会」について 

 ３月30日（木）例会終了後 

・「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 

 ☆４月６日（木）例会は、「江戸川６ロータ 

  リークラブ合同例会」に変更となりますの 

  で、ご注意ください。 

 ☆３月30日（木）例会終了時まで募りますの 

  で、ご協力ください。  
・「アースデー2580『ぶっく・デ・アース』ハ 

 ナミヅキ植樹」のご説明と協力のお願い 

 ４月22日（土） ９：45集合 

 於：西一之江さくら公園 

 金額：１人につき、2,000円 

 ☆３月30日（木）例会終了時まで募りますの 

  で、ご協力ください。 

  参加される方は、３月30日（木）例会終了 

  時までに、長濱社会奉仕委員長へお申し出 

  ください。 
・池田会員より、ベトナムのビールをいただき 

 ましたので、お召し上がりくたさい。 
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池田君、岩瀬君、児玉君、小林君、小宮君、 

近藤君、定光君、実方君、田北君、田島秀行君、 

田島 泰君、長濱君、長谷川君、番場君、 

福田君、洞下君、森岡君、山田太熙君、 

山田憲裕君・・・①②③       計19名 

 大学ご卒業おめでとう！ 

これからも応援しています 

本日例会終了時までのニコニコは、 

「トルコ・シリア地震災害支援金」として、 

第2580地区、ガバナー会経由で 

第2430地区（トルコ被災地区）へ送金します。 
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 卓 話 

・「第2580地区ローターアクト年次大会」につ 

 いて 

 ５月７日（日） 14：00～ 

 於：タワーホール船堀 

 登録料：式典・懇親会 10,000円 

     登録のみ 3,000円 

 ☆登録・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。 

・「ロータリー手帳」について 

 価格：660円 

 ☆注文される方は、本日例会終了時までに、 

  事務局へお申し出ください。 

・３月17日（金）、「2023～2024年度ロータリ 

 ー財団地区補助金プロジェクト・クラブ面談」 

 に、森岡会員（創立30周年記念事業実行委員 

 長）、大澤会員（創立30周年記念事業実行幹 

 事）、長濱会員（創立30周年記念事業実行副 

 委員長）が出席します。 

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」の御礼と報告 
 （３月11日～12日開催） 
・「山田会長杯ゴルフコンペ」の御礼と報告 

 （３月16日開催） 
・「第２回新入会員歓迎会」参加のお願い 

 ３月30日（木） 18：30～ 

 於：割烹いこい 

 出席者：20,000円（欠席者：10,000円） 
・「江戸中遠足（潮干狩りと海鮮バーベキュー） 

 」について 

 ５月～６月の開催は、中止となりました。 

２月16日 ￥ 51,000 

３月２日 ￥ 48,000 

３月９日 ￥ 30,000 

３月16日 ￥ 28,000 

累計 ￥157,000 

＜次年度幹事＞ 

・「地区研修協議会」について 

 ４月14日（金） 14：00～ 

 於：ホテル椿山荘東京 

 ホスト：東京臨海東ＲＣ 

 ☆出席対象者の方は、時間厳守でお集まりく 

  ださい。  

 本日は、「米山奨学生・マイ，ヒエン ティ 

タオさん壮行会」を開催しました。 

 ①米山奨学生・マイちゃんの 

        奨学期間が終了します。 

  ずっとロータリーファミリーです。 

  これからも笑顔で頑張ってください！ 

 ②山田会長杯ゴルフコンペ 

    ご参加の皆様、お疲れ様でした。 

  スコアはいかがでしたか。 

 ③今夜は久しぶりの夜間例会です。 

  飲み過ぎないよう、楽しみましょう。 

本日のニコニコ情報 

http://www.tec-rc.jp/
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 第９回定例理事会報告  

日 時：2023年３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）上半期収支報告書について 

   本日例会前、各ＢＯＸに配布した。 

（２）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：湯野浜温泉 游水亭いさごや 

   鶴岡東ＲＣに参加者20名と連絡した。 

（３）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、会長、 

   幹事に選出を一任する。 

（４）アースデー2580『ぶっく・デ・アース』 

   ハナミヅキ植樹について 

   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、参加見送りを決定していたが、東 

   京江戸川ＲＣ・東京東江戸川ＲＣと合同 

   で植樹に参加する。 

   ４月22日（土） 10：00～10：30 

   於：西一之江さくら公園 

（５）2023学年度米山奨学生カウンセラーにつ 

   いて 

   番場次年度会長に選出を一任した結果、 

   大澤会員に決定した。 

（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 

   予定通り、開催する。 

（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からの参加者は５名 

   予定通り、開催する。 

（８）第２回新入会員歓迎会について 

   ３月30日（木） 

   オープン例会参加者の山田会長ゲストが 

   入会を前向きに検討してくださっている 

   ため、同時にお迎えできるようにする。 

（９）江戸中遠足（潮干狩りと海鮮バーベキュ 

   ー）について 
   潮位の関係により、計画を白紙に戻す。 

（10）創立30周年記念事業について 

   【2023～2024年度ロータリー財団地区補 

   助金プロジェクト】 

   申請書：２月21日（火）に提出した。 

   クラブ面談：３月17日（金） 

         13：40～13：55 Zoom 

   出席者：森岡創立30周年記念事業実行 

       委員長 

       大澤創立30周年記念事業実行 

       幹事 

       長濱創立30周年記念事業実行 

       副委員長      以上承認 

    ＜第３回被選理事会報告＞ 

 

日 時：2023年３月９日（木） 13：00～ 

場 所：アンフェリシオン 

出席者：番場、大澤、山田憲裕、矢作、 

    長濱、田村、定光、近藤、 

    長谷川、山田太熙     計10名 

    創立30周年記念事業実行委員長・ 

    森岡 

欠席者：小宮 
 

議 題 

（１）各委員会について 

  ・各委員会の副委員長・委員は、三役で 

   決定する。 

（２）次年度までのスケジュールについて 

  ・次年度地区行事の決定を待って、年間 

   プログラム案を作成するため、第４回 

   被選理事会に諮る予定 

（３）創立30周年記念事業について 

  ・実行委員会表は、長濱副委員長（移動 

   販売車担当）には次年度社会奉仕委員 

   会を、長谷川副委員長（鶴岡東ＲＣ担 

   当）と小宮副委員長（台北永東ＲＣ担

当）には次年度友好姉妹クラブ委員会

を、山田太熙副委員長（祝賀会担当） 

   には次年度親睦委員会と次年度ＳＡＡ 

   を、それぞれ委員として付記する。 

（４）アンフェリシオンから要請があった、 

   次年度の例会食事代（税込）について 

  ・インボイス制度の関係により通常例会 

   は2,800円から2,860円に変更される。 

  ・物価高騰の影響も兼ねて、夜間例会は

4,700円から6,050円に変更される。 

   夜間例会を減らして調整する。 

                以上承認 
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４月の予定 

 
 ５日（水）⇒ 江戸川６クラブ合同例会 

        於：東武ホテルレバント東京 

        ホスト：東京臨海ＲＣ 

 ６日（木）⇒ ５日（水）の移動例会に変更 

 13日（木）⇒ 特別休会 

 14日（金）⇒ 地区研修協議会 

        於：ホテル椿山荘東京 

        ホスト：東京臨海東ＲＣ 

 20日（木）⇒ 第４回クラブアッセンブリー 

 22日（土）～23日（日） 

      ⇒ 鶴岡東ＲＣ 

        創立35周年記念交流会 

        於：湯野浜温泉 游水亭いさごや                

 27日（木）⇒ 休会 
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 臨時理事会報告（４） 

       （持ち廻り）                         
 

日 時：2023年３月14日（火） 

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 

                  計10名 

欠席者：皆川 
 

議 題 

（１）須賀倫志氏の入会について 

   クラブ細則第10条による手続きをする。 

                 以上承認 

 臨時理事会報告（５） 

       （持ち廻り）                         
 

日 時：2023年３月22日（水） 

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）田中啓隆氏の入会について 

   クラブ細則第10条による手続きをする。 

                 以上承認 

 第５回家庭集会報告 

 日時：2023年３月９日（木） 

   18：30～ 

 会場：炭火焼肉東海苑 

ホスト：山田太熙君、田北君 

出席者：番場君、児玉君、小林君、 

    田島秀行君、洞下君     計７名 

今回ホストが変わりましたが、研修会を開 

いていなかったので、急遽「特別研修会」とし 

て、会長の乾杯の合図とともに始まりました。 

まず、ロータリーとは何かというお話から始 

まりました。よく耳にする「主義」か「運動」 

か「思想」など３つが話に出ます。どれも当て 

はまっていると言われます。また、創設者ポー 

ルハリス氏に賛同して続けている方や色々な意 

見があります。自らの職業を通しての奉仕、そ 

の実践がロータリーであり、だからこそ職業奉 

仕が金看板であるとの話をしました。難しくて 

解らないとの意見が多かったです。簡単に言え 

ば、自分の職業は一人でやっていることはなく、 

様々な人の支え、支えあって成り立っている、 

そこで得たものを地域（江戸川区）に返しまし 

ょうと話しました。 

また、一業種一人の集まりでお互い異なった 

職業人の知恵や経験を学ぶ場所が例会であり、 

お互い切磋琢磨しながら職業倫理を高め、実力 

と寛容と人格の形成に努めることが目的でもあ 

るなど話し合いが進みます。皆、大体の理解は 

していて、良いことはもっとしていきたいと活 

発な意見が多く聞かれました。その中でも現在 

進行中の奉仕活動でもちろん良いことをしてい 

るのは解っているが、内容を知らないでお金を 

集められるといった意見なども聞かれました。 

その通りでウィサーブになっていると反省をい 

たしました。 

今回、若輩者どもが行った研修会でしたが、 

研修をするよりも気づかされたことが多い会と 

なりました。また、何かの縁で知り合った東京 

江戸川中央ロータリークラブの人とのめぐり合 

わせは凄いと実感致しました。 

 私も12年目にして、やっと解ってきたことば 

かりです。これからも一緒に切磋琢磨していき 

ましょう。 

話し合いも盛んに行いましたが、隣のテーブ 

ルには特別ゲストの元台北永東ＲＣのジャンボ、 

小宮会員、社会奉仕委員会を終えて立ち寄って 

くれた、福田会員、長濱会員も合流して、楽し 

い宴となりました。      【記 田北】 
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