
来賓紹介 

☆ゲスト  ３名  

 佐藤 勉氏（鶴岡東ＲＣ・会長） 

 斎藤憲康氏（鶴岡東ＲＣ・ 

       創立30周年記念例会実行委員長） 

 周 麗佳さん（米山奨学生） 

☆ビジター １名 

 岩倉孝雄氏（東京東江戸川ＲＣ）  計４名 

 ８月３１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 8月3日訂正出席率 

23名 19名 90.47％ 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．６  第１０５５回例会     

      ２０１７年（平成２９年）９月７日       

 
 

 

  

 

 

・米山奨学生・周 麗佳さんへ奨学金の支給 

第１回深江会長杯ゴルフコンペ 

表彰式 

ガバナー公式訪問 

 

第2580地区ガバナー・吉田雅俊氏  

 

 

幹事報告  

・本日例会終了後、「第３回定例理事会」を開 

 催します。 

・本日、ＰＭ６：30～「新入会員（西村秀幸会 

 員、番場恵介会員）歓迎会」を開催します。 

 於：割烹いこい 

会長報告 

・鶴岡東ＲＣより、お菓子をいただきました。 

 本日お出ししましたので、お召し上がりくだ 

 さい。 

・鶴岡東ＲＣ 会長・佐藤 勉氏、創立30周年 

 記念例会実行委員長・斎藤憲康氏より、ご挨 

 拶 

http://www.tec-rc.jp/
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佐藤 勉氏： 

斎藤憲康氏： 

（鶴岡東） 

創立30周年祝賀会、ご参加よろ 

しくお願い致します。 

岩倉孝雄氏： 

（東江戸川） 

いつもお世話になっております。 

本日もよろしくお願い致します。 

＜米山奨学事業委員会＞ 

・「米山奨学会への寄付金」協力のお願い 

 寄付金額：全会員20,000円 

 10月19日（木）例会時まで募りますので、ご 

 協力ください。 

 ☆一括でなくても構いません。 

 本日の卓話は、メンバー・番場恵介君による 

「イニシエーションスピーチ」でした。 

 卓 話 

＜友好姉妹クラブ委員会＞ 

・「鶴岡東ＲＣ・創立30周年記念例会」参加の 

 お願い 

 10月21日（土） ＰＭ２：00～ 

 於：グランドエル・サン 

・「インターナショナル・フード・フェスティ 

 バル」参加のお願い 

  

８月の友愛コーナー ￥    900 

本日入金 ￥     38,000 

累計 ￥   211,100 

基金累計 ￥ 6,536,218 

 ①鶴岡東ＲＣ 会長・佐藤 勉様、 

  創立30周年実行委員長・斎藤憲康様、 

      ようこそいらっしゃいました。 

 ②西村秀幸会員、番場恵介会員、 

   今夜は親睦を深め、楽しみましょう。 

本日のニコニコ情報 

池田君、近藤君、鈴木君、髙橋君、田島君、 

田村君、西村君、長谷川君、深江君、福田君、 

矢作君、山田君・・・①② 

皆川君： 今日は50代最後の日です。明日、還 

暦ですが、まだ若い気持ちでいたい 

ですね。         計16名 

委員会報告 

＜親睦活動委員会＞ 

・「第１回深江会長杯ゴルフコンペ」参加のお 

 願い 

 ９月14日（木） ＡＭ８：45集合 

 於：平川カントリークラブ 

・「カバナー公式訪問」について 

 ９月７日（木） 

 10：00 ＳＡＡ・出席・ニコニコ集合 

 10：30～11：15 会長幹事との打ち合わせ 

 11：00 全会員集合 

 11：15～12：15 クラブ協議会 

 12：30～13：30 例会 

 ☆クラブ協議会より、全員の出席をお願いし 

  ます。 

・９月14日（木）例会は、夜間例会（ＰＭ６： 

 30点鐘）となりますので、ご注意ください。 

・「第１回深江会長杯ゴルフコンペ表彰式」に 

 ついて 

 ９月14日（木）夜間例会に引き続き、開催し 

 ます。 

・「ロータリー全国囲碁大会」について 

 10月14日（土） ＡＭ10：00～ 

 於：日本棋院会館 

 ☆掲示板をご覧ください。 

・「特別会費」について 

 未納の方は、お振込みください。 

・９月１日（金）、「ＲＥ－５三役会」に、深 

 江会員（会長）、山田会員（副会長）、髙橋 

 会員（幹事）、実方会員（ＲＥ－５担当）が 

 出席します。 

・９月２日（土）、「地区米山奨学生バスハイ 

 ク（米山梅吉記念館訪問）」に、近藤会員（ 

 米山奨学生カウンセラー）、周 麗佳さん（ 

 米山奨学生）が出席します。 

・各ＢＯＸに、「2016～2017年度収支報告書」 

 が入っています。 

 10月７日（土） ＰＭ５：30～ 

 於：パシフィックビーチホテル 

＜職業奉仕委員会＞ 

・「私の仕事」 池田会員 

＜前年度会計・会計監査＞ 

・「2016～2017年度会計監査」報告 
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９月の予定 
 

 ７日（木）⇒ ガバナー公式訪問 

      ⇒ 第２回クラブアッセンブリー 

 14日（木）⇒ 第１回深江会長杯 

        ゴルフコンペ表彰式 

       ⇒ 夜間例会 ＰＭ６：30～ 

 21日（木）⇒ 休会 

           ⇒ 第２回家庭集会（鈴木） 

 28日（木）⇒ 第４回定例理事会 
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 第１回家庭集会報告 

 日時：Ｈ29・７・20（木） 

   ＰＭ６：30～ 

 会場：二代目清鮨 

ホスト：小宮君 

出席者：深江君、伊藤君、田北君、西村君、 

    福田君、星野君、山田君    計８名 

テーマ：ロータリーに入会して良かったこと 

・入会して間もない頃は良さがわからなかった。 

 ３年目くらいから何故だかわからないが、楽し 

 くなってきた。 

・一業種一社にひかれた。公私共に付き合える仲 

 間ができ、更に勉強にもなる。 

・普段出会えないような人達と仲間になり、自分 

 が磨かれる。続けることで良さがわかってきた。 

・人からではなく、自分自身で良さを見つけ、楽 

 しむことが大事。入会して続けないと良さがわ  

 からない。老若男女、会社の規模に関係なく、 

 言いたいことが言えるのがロータリークラブ。 

・以前、先輩から説教されたことも、今になって 

 みると良かった。メンバーでないと親身になっ 

 て説教もされない。たまに同じ志を持ったメン 

 バーで楽しむことも大事。これまでいろいろな 

 苦難を乗り越えてきた、東京江戸川中央ＲＣは 

 地盤が固まって、これからもどんどん良くなっ 

 ていく。 

・各業界の代表者が集まって、何かをできること 

 が幸せ。メンバー内で仕事を安心して任せられ 

 る。メークアップや友好姉妹クラブ間で、更に 

 人脈が広げられる。      【記 山田】 

 

 2017～2018年度 

 国際ロータリー 

 第2580地区ガバナー 

  
ＭＡＳＡＴＯＳＨＩ ＹＯＳＨＩＤＡ 

       

吉 田 雅 俊  氏 

 

東京新都心ロータリークラブ 

【生年月日】 1947（昭和22）年９月１日 

【事業所】 株式会社日税ビジネスサービス 

      株式会社日税不動産情報センター 

      株式会社共栄保険代行 代表取締役会長兼社長（ＣＥＯ） 

【学 歴】 

 1975年３月 東京都立大学工学部機械工学科 卒業 

【職歴】 

 1984年   株式会社共栄会保険代行 取締役として入社 

 1986年   株式会社共栄会保険代行 代表取締役社長 

 1997年７月 株式会社日税ビジネスサービス 代表取締役社長 

 1998年２月 株式会社日税不動産情報センター 代表取締役社長 

 2011年２月 株式会社日税不動産情報センター及び 

       株式会社共栄会保険代行 現職に就任 

 2012年７月 株式会社日税ビジネスサービス 現職に就任 

【ロータリー歴】 職業分類：集金代行 

 1990年４月   東京新都心ロータリークラブ 入会 

 1996～1997年度 東京新都心ロータリークラブ 幹事 

 2007～2008年度 東京新都心ロータリークラブ 会長 

 2011～2012年度 中央分区ガバナー補佐 

 2012～2013年度 地区拡大増強委員 

 2013～2014年度、地区国際奉仕副委員長 

 2014～2015年度 地区国際奉仕委員長 

 ロータリー財団メジャードナー ポール・ハリス・ソサエティ 

 ベネファクター 米山功労法人 

吉 田 雅 俊 ガ バ ナ ー 公 式 訪 問 
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