
 ６月２８日例会報告   

点 鐘 

ロータリーソング 「日も風も星も」 

出席報告 

会員数 出 席 出席率 6月7日訂正出席率 

23名 22名 100％ 100％ 
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   ☆ 会 長・山田太熙   ☆ 会報委員会・深江一之  髙橋繁幸  伊藤 茂 

   ☆ 副会長・田村純治   ☆ 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・鈴木雅貴         ＴＥＬ：04-2946-9824  ＦＡＸ：04-2946-9825 

     Ｎｏ．１  第１０８７回例会      

     ２０１８年（平成３０年）７月５日           

 
 

  

 

第１回クラブフォーラム 

    （クラブ奉仕） 
  

 

  

 

来賓紹介 

☆ゲスト  ９名  

 呉 菘さん （米山奨学生） 

 小宮羽雲さん（小宮会員ご子息） 

 平野千恵氏 （田北会員ゲスト） 

 田村佳子氏 （田村会員令夫人） 

 長谷川恵子氏（長谷川会員令夫人） 

 深江礼子氏 （深江会員令夫人） 

 皆川孝子氏 （皆川会員令夫人） 

 皆川怜央さん（皆川会員ご子息） 

 山田麻緒氏 （山田太熙会員令夫人） 

                  計９名 

三役就任挨拶 

会 長 山田太熙君 

副会長 田村純治君 

メークアップ報告 

 伊藤 茂君 

 （東京米山ロータリーＥクラブ2750） 

会長報告 

・「第３回深江会長杯ゴルフコンペ」報告 

 （６月28日開催） 

・米山奨学生・呉 菘さんより、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。 

幹事報告  

・７月５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。 

・「新旧理事引継ぎ式」について 

 ７月５日（木） ＰＭ６：15～（夜間例会前） 

 ☆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。 

・「ロータリーレート」のお知らせ 

 ７月１日から 110円（現行 110円） 

 幹 事 鈴木雅貴君 

 大澤一隆君 

 （東京米山ロータリーＥクラブ2750） 

 番場恵介君（東京城東ＲＣ） 

 山田太熙君（東京臨海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。 
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 本日の卓話は、会長・深江一之君、副会長・ 

山田太熙君、幹事・髙橋繁幸君による「三役退 

任挨拶」でした。 

＜次年度ＳＡＡ＞ 

・本日例会終了後、エンブレムの入れ替え作業 

 を行います。 

・「次年度ＲＩ会長テーマ・クラブ会長テーマ 

 パネル作成」協力のお願い 

 ６月30日（土） ＰＭ３：00～ 

 於：池田ビル 

 ①「第３回深江会長杯ゴルフコンペ」に 

      参加の皆様、お疲れ様でした。 

  皆様の日頃の行いがとても良いので、 

  梅雨の中でしたが、晴天に恵まれ、 

  最後のコンペを無事に 

       終了することができました。 

 ②今日で深江会長年度も終わりです。 

  深江会長、山田副会長、髙橋幹事、 

  充実した１年をありがとうございます。 

  クラブのためにご尽力いただき、 

            お疲れ様でした。 

池田君、大澤君、小宮君、実方君、鈴木君、 

髙橋君、田島君、番場君、福田君、皆川君、 

矢作君、山田太熙君、山田憲裕君、山本君 

・・・①② 

  

６月の友愛コーナー ￥    2,100 

本日入金 ￥     46,000 

累計 ￥  1,375,680 

基金累計 ￥ 6,938,578 

委員会報告 

＜親睦活動委員会＞ 

・「第３回深江会長杯ゴルフコンペ」の御礼と 

 報告（６月28日開催） 

 卓 話 

本日のニコニコ情報 

会長・深江一之君 

＜次年度幹事＞ 

・「次年度クラブ内安全・会員身体健全祈願」 

 報告（６月14日参拝） 

・「第１回定例理事会」について 

 ７月５日（木） ＰＭ５：30～（夜間例会前） 

・「第１回クラブフォーラム（クラブ奉仕）」 

 について 

 ７月12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。 

・７月３日（火）、「東京東江戸川ＲＣ・初例 

 会」に、山田太熙会員（次年度会長）、田村 

 会員（次年度副会長）、鈴木会員（次年度幹 

 事）が出席します。 

＜ロータリー財団委員会＞ 

・「ロータリー財団への寄付金（追加送金分）」 

 協力の御礼と報告 

 新入会員からの 20,000円を送金しました。 

田村君： 会長、幹事、お疲れ様でした。 

長谷川君： 第３回深江会長杯に参加の皆様、 

お疲れ様でした。夫婦で参加させ 

ていただき、感謝、感激です。Ｗ 

杯サッカー、日本ガンバ！ 

幹事・髙橋繁幸君 

副会長・山田太熙君 
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７月の予定 
 

 ５日（木）⇒ 第１回定例理事会 

      ⇒ 夜間例会 ＰＭ６：30～ 

 12日（木）⇒ 第１回クラブフォーラム 

        （クラブ奉仕） 

 19日（木）⇒ 休会 

 26日（木）⇒ 第１回家庭集会（髙橋） 

 

就任のご挨拶 
 

    副 会 長  田 村 純 治 

 副会長をお受けした後に、地区へ出ることに 

なりまして、なんとも不自然な状況の副会長で 

あります。まもなく後任の副会長が決定するこ 

とと思いますが、それまでは一応副会長という 

ことですみません。 

 先日、親クラブ・東京東江戸川ロータリーク 

ラブの初例会へ、恒例のご挨拶に伺いました。 

岡村会長をはじめ会員の皆さんが大変張り切っ 

ておられるのが、ひしひしと感じられ、素晴ら 

しい一年になりそうです。 

 我が東京江戸川中央ロータリークラブも、山 

田会長、鈴木幹事のもと会員一丸となって、東 

京江戸川中央ロータリークラブらしく、格調を 

持ちながらも充実した、そして楽しいロータリ 

ー活動で素敵な一年と致しましょう。皆さん、 

乞うご期待です。 

就任のご挨拶 
 

    幹 事  鈴 木 雅 貴  

 創立25周年を迎える節目に幹事を務めること 

になり、緊張と不安が入り混じっています。 

 先の勉強会で、ＲＩはロータリークラブの変 

革を急いでいるように感じています。時代に合 

わせたロータリークラブの在り方を提唱されて 

きていますが、変えない大切なことも多くある 

と思います。この一年で皆さんと一緒に新しい 

取り組みを作り上げることができるよう、取り 

組んでいきたいと感じています。 

 私自身、行き届かないところが多くあると思 

いますが、皆様の叱咤激励をいただきながら、 

これからの一年間を駆け抜けていく所存です。 
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深江君： いよいよ最終例会となりました。１ 

年間、本当にありがとうございまし

た。皆様にはご迷惑を掛け続けの１ 

年間でした。心より感謝申し上げま

す。来期は山田丸を支えて、一会員 

として頑張りますので、よろしくお 

願い致します。 

森岡君： 深江会長と髙橋幹事、ハンパないっ 

て！ズバリ２対２で、今夜は引き分 

け！ 

渡辺君： 深江さん、髙橋さん、ご苦労さんで 

した。山田さん、ウォーミングアッ 

プは上々ですか。来期、鈴木さんと 

二人三脚でよろしくお願いします。 

山本さん、水曜日のお電話、大変ご 

迷惑をお掛けしました。楽しみでし 

た！           計19名 

 この度、会長を仰せつかりました、山田太熙 

です。若輩者の私が岩瀬初代会長から始まった 

由緒ある東京江戸川中央ロータリークラブの会 

長になるということで、日に日に重責を感じて 

おります。これまでの先輩方からの良い伝統を 

引き継ぎつつ、新時代に合った新たなことにも 

皆で挑戦していければと考えております。皆様 

のご協力を何卒よろしくお願い致します。 

 今年度はクラブ創立25周年を迎える節目の年 

でもあります。これはクラブ会員全員が誕生日 

を迎えるのと同じです。誰かのためというより 

も自分たちのために労い、楽しい、また健康な 

一年となるよう、祈念しております。 

 今年度会長テーマ『人を愛し、国を愛し、勤 

めを愛す、ロータリーを愛す』。このテーマは 

私が尊敬している現在の株式会社リコーの創業 

者・市村 清が提唱した創業の精神『三愛精神』 

にロータリーを付け加え、『四愛精神』と致し 

ました。これは事業、仕事を通じて、自分、家 

族、顧客、関係者、社会、ロータリーのすべて 

を豊かにすることを目指した考えで、全会員が 

経営、仕事、ロータリー活動を行う上での原点 

となると思っております。 

 すべてのものへの感謝の気持ちを忘れず、ク 

ラブ会員全員で、その繁栄と世界の幸福を目指 

し、常に飛躍し続けていければ幸いです。 

 一年間どうぞよろしくお願い致します。 

就任のご挨拶 
 

    会 長  山 田 太 熙 
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