
＜次年度幹事＞ 

・「第１回定例理事会」について 

 ７月６日（木）例会終了後 

・「第１回クラブフォーラム（クラブ奉仕）」 

 について 

 ７月13日（木） ＰＭ１：10～ 

 ☆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。 

・「ロータリーレート」変更のお知らせ 

 ７月１日から 111円（現行 110円） 

来賓紹介 

☆ゲスト   ６名  

 番場恵介氏 （皆川君ゲスト） 

 周 麗佳さん（米山奨学生） 

 近藤由起氏 （近藤会員令夫人） 

 田村佳子氏 （田村会員令夫人） 

 富永順子氏 （富永会員令夫人） 

 山田麻緒氏 （山田会員令夫人）   計６名 

 ６月２９日例会報告   

点 鐘 

ロータリーソング 「手に手つないで」 

出席報告 

会員数 出 席 出席率 6月15日訂正出席率 

22名 20名 95.23％ 100％ 
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   ☆ 会 長・深江一之   ☆ 会報委員会・田島 泰  皆川英久  星野 匠 

   ☆ 副会長・実方 昇   ☆ 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・髙橋繁幸         ＴＥＬ：04-2946-9824  ＦＡＸ：04-2946-9825 

 

      Ｎｏ．３８  第１０４９回例会 

      ２０１７年（平成２９年）７月６日       

 
 

 

  

 

幹 事 髙橋繁幸君 

メークアップ報告 

 田北健志君 

 （ワールド大阪ロータリーＥクラブ） 

 田村純治君（市川シビックＲＣ） 

 富永浩司君（東京東江戸川ＲＣ） 

 山本喜久雄君 

 （東京米山ロータリーＥクラブ2750） 

 ☆メークアップ、ありがとうございました。 

会長報告 

・「地区納めの会」報告（６月21日開催） 

・米山奨学生・周 麗佳さんより、近況報告 

・鶴岡東ＲＣ・斎藤憲康氏より、サクランボを 

 いただきました。本日お出ししましたので、 

 お召し上がりください。 

第１回クラブフォーラム 

    （クラブ奉仕） 
三役就任挨拶 

会 長 深江一之君 

副会長 実方 昇君 

幹事報告 

・「第４回臨時理事会」報告（６月27日開催） 

・「新旧理事引継ぎ式」について 

 ７月６日（木） ＰＭ12：15～（例会前） 

 ☆余裕を持ってお集まりください。 

・「活動実績報告書」について 

 未提出の委員長は、本日例会終了時までに、 

 幹事へご提出ください。 
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６月の友愛コーナー ￥      1,900 

本日入金 ￥     38,000 

累計 ￥  1,354,000 

基金累計 ￥ 6,325,118 

幹事・星野 匠君 

会長・田島 泰君 

副会長・深江一之君 

 本日の卓話は、会長・田島 泰君、副会長・ 

深江一之君、幹事・星野 匠君による「三役退 

任挨拶」でした。 

 卓 話 

委員会報告 

＜次年度ＳＡＡ委員会＞ 

・本日例会終了後、エンブレムの入れ替え作業 

 を行います。 

 ①今年度理事の皆様、大変お疲れ様でした。 

 ②次年度の深江・髙橋年度も 

    引き続き、よろしくお願い致します。 

本日のニコニコ情報 

池田君、小宮君、近藤君、実方君、鈴木君、 

髙橋君、田北君、富永君、深江君、福田君、 

矢作君、山田君、山本君・・・①② 

田島君： この１年、ありがとうこざいました。 

皆様のお陰で、何とか１年を乗り切 

れたのかな？と思っています。本当 

にありがとうございました。 

田村君： 実に久しぶりの例会です。というこ 

とで、あっという間に田島会長・星 

野幹事の最終例会となりましたね。 

お疲れ様でした。 

長谷川君： 田島会長、星野シャドウ会長（あっ、 

間違えた）、星野幹事、１年間本当 

にご苦労様でした。無事是名馬！ 

星野君： １年間、ありがとうございました。 

皆川君： ＳＡＡの皆様方、１年間ありがとう 

ございました。ヘボ委員長をサポー 

トしていただきましたこと、感謝申 

し上げます。 

森岡君： たぁちゃん、お疲れ様でした。立派 

なパスト会長になってください。星 

野さん、初のパスト会長が幹事。ご 

苦労様でした。      計19名 

 臨時理事会報告（４） 

（持ち廻り） 
 

日 時：Ｈ29・６・27（木） 

場 所：各事業所（メールにて） 
出席者：田島、深江、星野、田村、鈴木、 

    小宮、皆川、渡辺、富永、髙橋、 

    長谷川           計11名  

欠席者：なし  

 

議 題 

（１）富永浩司会員の退会について 

   退会の申し出を受理し、６月30日付で退 

   会とする。         以上承認 

・７月４日（火）、「東京東江戸川ＲＣ・初例 

 会」に、深江会員（次年度会長）、実方会員 

 （次年度副会長）、髙橋会員（次年度幹事） 

 が出席します。 
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７月の予定 
 

 ６日（木）⇒ 第１回定例理事会 

 13日（木）⇒ 第１回クラブフォーラム 

        （クラブ奉仕） 

 20日（木）⇒ 休会 

      ⇒ 第１回家庭集会（小宮） 
 

就任のご挨拶 
 

    会 長  深 江 一 之 

 東京江戸川中央ＲＣ第24代会長を仰せつかりま 

した、深江一之でございます。 

 私は平成15年の６月入会ですから、今年で14年 

目になります。 

 入会以来、先輩諸氏や会員の皆様のご指導の下、 

様々な勉強、経験を積み重ねさせていただきまし 

たことに深く感謝致しております。 

 また、友好姉妹クラブである、山形の鶴岡東Ｒ 

Ｃ、台湾の台北永東ＲＣ、そしてハワイのワイキ 

キＲＣの皆様との交流は、ロータリークラブなら 

ではの交流として、いつも心に残るものでありま 

す。 

 今年度、鶴岡東ＲＣの創立30周年、台北永東Ｒ 

Ｃの創立20周年と大きな行事があります。友好姉 

妹クラブとして、多くの会員で参加し、お祝いの 

場を盛り上げ、交流の輪を広げていきたいと思っ 

ております。 

 今年度会長テーマを「目的を持って活動しよう」 

と掲げさせていただきました。会員数も減少し、 

活動にも支障をきたすような状況になりつつあり 

ます。 

 その中で日々の活動に流されることなく、しっ 

かりとした目的を持って、充実したロータリー活 

動を行うことこそ、増強に繋がっていくことと信 

じております。 

 新年度を迎え、新たな仲間が参加することにな 

っています。４年ぶりの新たな仲間です。皆様、 

どうぞ歓迎の輪を広げて、楽しく充実した活動が 

できるようにご尽力くださいますよう、ご支援を 

お願い致します。 

 メンバーの皆様の今年一年のご指導、ご協力を 

よろしくお願い致します。 

就任のご挨拶 
 

    幹 事  髙 橋 繁 幸  
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就任のご挨拶 
 

    副 会 長  実 方  昇 

 今年度副会長を仰せつかりました、実方 昇で 

す。 

 副会長と申しますと、まず会長の補佐役であり、 

クラブ奉仕委員長を兼務するという任務になりま 

すが、大任を仰せつかり、その責任の重さを強く 

感じています。まだまだ経験が浅いため、不安の 

方が正直大きいのですが、背伸びをせず、経験あ 

る諸先輩方に相談しながら、東京江戸川中央ＲＣ 

が育んできた奉仕の精神、会員相互の交流、友情 

をより発展させ豊かなものになるよう、努力した 

いと考えています。 

 また、深江会長が提唱された「目的を持って活 

動しよう」を支え、会員一同が充実したクラブラ 

イフを送れるよう、努めていきたいと思います。 

 そして、今年度はＲＥ－５の幹事クラブとして 

の役目もあります。深江会長、髙橋幹事と共に他 

クラブとの交流にも努め、楽しく実りある会にな 

れるよう、力を合わせていきたいと考えています。 

 一年間、どうぞよろしくお願い致します。 

 この度、深江会長のもと、2017～2018年度幹事 

を拝命致しました、髙橋繁幸でございます。 

 創立24年目を迎える東京江戸川中央ＲＣの幹事 

という役職は、非常に光栄でございますが、同時 

に重責を担うこととなり、身の引き締まる思いで 

ございます。職責を全うすべく、深江会長や会員 

の皆様にご迷惑が掛からないよう、日々努力する 

所存でございます。 

 今年度はＲＥ－５の幹事クラブとなります。ま 

た、友好姉妹クラブであります、鶴岡東ＲＣと台 

北永東ＲＣの周年行事もございます。江戸川５ク 

ラブがお互いに情報交換や活動を円滑にできるよ 

うに、そして友好姉妹クラブとの親睦を深められ 

るように努めて参ります。今年度は会員数21名で、 

クラブ創立以来、最少会員数でのスタートとなり 

ます。年々、会員数が減少しているという問題は 

一筋縄で解決できませんが、次年度創立25年目を 

迎えるにあたり、新入会員の増強を切に願ってお 

ります。是非とも引き続き、皆様方のご協力をお 

願い致します。 

 深江会長のテーマであります、「目的を持って 

活動しよう」のもと、クラブ運営に務め、会員の 

皆様が楽しいと思えるようなクラブの雰囲気を作 

れるように努力致します。 

 一年間、どうぞよろしくお願い申し上げます。 
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