
 

 

1 月 11 日の出席率 

会員在籍者数      33 名 

会員出席者数      24 名 

会員欠席者数    9 名 

本日の出席率 75.00％ 

前々回訂正出席率 75.76％ 

1 月 18 日の卓話 

 

『 職業奉仕部門フォーラム 』 

総合担当： 

職業奉仕委員長 田村浩康様 
 

1 月 25 日の卓話 

 

『 私の仕事 』 

㈱リビングコンシェル 

代表取締役 杉浦孝浩様 

（当クラブ会員） 

 

≪第 1042 回例会報告 2017 年 1 月 11 日≫ 

司会：酒井会員 

■点鐘：髙橋映治会長 

■国歌斉唱「君が代」 

 ソングリーダー： 

坂本会員 

■ロータリーソング斉唱 

「奉仕の理想」 

■「四つのテスト」斉唱（歌） 

■「ロータリーの目的」東京臨海 RC ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ唱和 

■来賓紹介：髙橋会長 

ゲストスピーカー 三遊亭楽麻呂様 

東京江戸川ロータリークラブ 

会長 荒井知久様・副会長 西川昭雄様・幹事 多賀之雄様 

東京臨海東ロータリークラブ  

会長 加藤和正様・副会長 羽鳥貞雄様・幹事 廣田德子様 

■ビジター紹介：佐藤大輔会員 

嶋村文男様（東京東江戸川 RC） 

小内賢一様（東京東江戸川 RC） 

■ご挨拶 

・東京江戸川 RC 会長    ・東京臨海東 RC 会長 

荒井知久様        加藤和正様 

  

 

 

 

 

 

 

■乾杯：入澤直前会長 

■1 月のお祝い：地引親睦委員長 

・会員誕生日 山田晃久会員、鈴木孝行会員、大西洋平会員、 

佐藤大輔会員、髙橋映治会員 

 

 

 

 

 

 

 

・奥様誕生日 篠塚仁会員夫人、鈴木孝行会員夫人 

・結婚記念日 佐久間裕章会員、鈴木孝行会員、 

須藤宗之助会員 

・出席 100％ 3 年：髙橋映治会員 

■会長報告：髙橋会長 

・新年のご挨拶 

・大西洋平会員に女のお子様が誕生し 

ました。出産祝を贈呈致します。 

・新社屋落成祝を贈呈致します。 

    本多信雄会員    ・    栗山義広会員 

 

 

 

 

 

 

 

・台北仁愛 RC 創立 30 周年記念式典に会員 8 名、奥様 1 名の

合計 9 名で出席してきました。また、姉妹クラブ続盟式を

行ってきました。 

・東京東江戸川 RC 様より、「いじめ防止青い鳥プロジェクト」 

映画「青い鳥」上映会と、講演会「いじめのない社会をめ

ざして」のパンフレットを頂きました。会員皆様のメール

ボックスにお入れしました。

2017/1/18 【第 1043回】 



 

 

今週のメイクアップ（12/21～1/11） 

 

台北仁愛ＲＣ創立 30 周年記念式典参加報告 

日 時：2017 年 1 月 6 日（金） 

会 場：台北美福大飯店（HOTEL GRAND MAYFULL TAIPEI） 

出席者：髙橋映治、栗山義広、佐藤正樹、入澤昭彦、本多信雄、

斉藤実、酒井教吉、田村浩康夫妻 （合計 9 名、敬称略） 

台北仁愛ＲＣ創立 30 周年記念式典に、1 月 5 日～7 日の 2 泊 3

日の日程で参加してまいりました。 

1 月 5 日には、ウェルカムパーティを開催して頂き、1 月 6 日の

30 周年式典は厳かで、懇親会は楽しいアトラクションもあり盛大

なものでした。式典の中で、当クラブとの姉妹クラブ続盟も執り

行ってまいりました。            （記.幹事 佐藤正樹） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜1 頁より＞ 

・一般財団法人比国育英会バギオ基金より、佐藤大輔会員に

第 4 回感謝状が届きましたので贈呈致します。 

 

 

 

 

 

 

 

■幹事報告：佐藤幹事 

・台北仁愛 RC 会員名簿、ロータリーの友 1 月号・ガバナー

月信 1 月号をメールボックスに配布しました。 

・12 月の理事役員会議事録をメールボックスに配布。 

・2017 年 1 月のロータリーレートは、1 ドル＝116 円です。 

・ロータリー財団 100 周年記念シンポジウムに付随した新聞

広告を回覧致します。また、ロータリーの友 1 月号横組

24～27 頁に報告記事が掲載されてますので、是非、お読

みください。2580 地区のホームページからも見ることが

できます。 

・定例理事役員会を本日例会後、3 階「藤の間」にて開催。 

・新入会員オリエンテーションを本日、歓迎会開催前の 17：

25 より、千代田にて開催致します。 

■委員会報告 

・地区補助金（大澤委員） 

 ①元米山奨学生の姫軍さんより、新年を迎えるにあたって

のご挨拶状を頂きました。  

②地区補助金を使用しての Gilbert Semon Project の件で

すが、水タンク、濾過装置等設置完了しました。 

・親睦委員会（地引委員長） 

 新入会員大歓迎会を本日 18：30 より、千代田にて行いま

す。 

・職業奉仕委員会（田村委員長） 

①	 『わが仲間の職業』を最新版に更新致します。本日が、

原稿の最終締切日です。  

②次週 1 月 18 日例会終了後に「職業奉仕フォーラム」

を開催致します。会員皆様のご出席をお願い致します。 

・鈴木会員 

 先日の京葉鈴木グループ創立 30 周年記念式典にご臨席頂

きまして誠にありがとうございました。 

■出席状況報告：井上会員 

⇒詳細は、1 頁バナー下に掲載 

■ニコニコ BOX 報告：飯塚委員 

(ご意向)明けましておめでとうございます。本年も宜しくお

願い致します。：荒井知久会長、西川昭雄副会長、多賀之

雄幹事（東京江戸川 RC）  

(ご意向)明けましておめでとうございます。本年も宜しくお

願い致します。：加藤和正会長、羽鳥貞雄副会長、廣田德

徳子幹事（東京臨海東 RC）  

(ご意向)新年初例会おめでとうございます。今年も宜しくお

願い致します。本日は、高校の同級生楽麻呂師匠の応援に

参りました。：嶋村文男会長、小内賢一様（東京東江戸川

RC）  

(ご意向)新年初例会おめでとうございます。：髙橋会長、栗

山副会長、佐藤幹事、井上会員、小松会員、酒井会員、入

澤会員、斉藤会員、田村会員、佐藤大輔会員、須藤会員、

坂本会員、大澤会員、今井会員、佐久間栄一会員、大西会

員、本多会員、地引会員、尾身会員 

(ご意向)新年明け、車で初詣に行くため家を出て 50ｍ程で

猫をひいてしまいました。猫に申し訳ないですが人でなく

て良かった。今年の訓告として受け止め、運転にも気を付

けていきたいと思いました。：飯塚会員 

＊東京江戸川 RC 様・東京臨海東 RC 様よりお祝金を頂戴しま

した。 

 

 

■卓 話（紹介者：髙橋会長） 

 

『 新 春 』 

真打 三遊亭楽麻呂様 

 

 

■点鐘・閉会：髙橋会長  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

＜東武ホテルレバント東京 和食調理長 長嶺常昭様＞ 

 

 

 

 

 

 

 

番外編： ＜今日のメニュー（1 月 11 日）＞ 

VOL.23-No.18 

斉藤実会員（東京御苑 RC） 

台北仁愛 RC 創立 30 周年（本多会員、入澤会員、栗山会員、 

斉藤会員、酒井会員、佐藤正樹会員、髙橋会員、田村会員） 

東京臨海東 RC（栗山会員、佐藤正樹会員、髙橋会員） 

【	 25件	 101,000円	 	 累計 971,000円	 】 


