
 

 

2020 年 1 月 17 日 【第 30 回】 

10月 3日の卓話 9月 26日の出席率 10月 17日の卓話 

 「 ｲﾆｼｴｰｼｮﾝｽﾋﾟｰﾁ 」 

 

会    長 栗山義広様 

国際奉仕委員 佐藤太基様 

会員在籍者数       31名 

会員出席者数       25名 

会員欠席者数      6名 

本日の出席率     80.64％ 

前回訂正出席率       ％ 

「 職業奉仕フォーラム 」 

 

職業奉仕委員長 平井修二様 

 

 

 

1 月 17 日の卓話 1 月 10 日の出席率 1 月 31 日の卓話 

≪第 29 回例会報告 2020 年 1 月 10 日≫ 

 

司会：田名網会員 

■点鐘：栗山義広会長 

 

  
（栗山会長）       （二瓶会員） 

 

■国歌斉唱「君が代」 

：ソングリーダー：二瓶会員 

 

■ロータリーソング斉唱「奉仕の理想」 

 

■来賓・ゲストスピーカー紹介：栗山会長 

 東京臨海西 RC発起人代表 鈴木孝行様（東京臨海 RC） 

 東京臨海 RC 会 長 佐藤正樹様 

東京臨海 RC 副会長 高橋映治様 

東京臨海 RC 幹 事 杉浦孝浩様 

 

■ご挨拶 

 東京臨海 RC 会 長 佐藤正樹様 

 

■乾杯 

 東京臨海西 RC発起人代表・東京臨海 RC 

 鈴木孝行様 

 
左（東京臨海 RC 会 長 佐藤正樹様）       

右（東京臨海西 RC発起人代表 鈴木孝行様 

 

■ビジター紹介： 

 戸田剛様（飯塚憲貴会員ゲスト） 

 

■会長報告・スピーチ：栗山会長 

・1月職業奉仕月間について 

・1月 8日（水）東京臨海 RC新年初例会に三役出席の

報告 

・1月 8日（水）パラボールリーグ協会第 2回定期理事

会の報告 

 

■幹事報告：西野幹事 

・1月のロータリーレートは１ドル 110円です 

・ガバナー月信 1月号を配信しております（12月 26日

のメールにて） 

・ロータリーの友 1月号をメール BOXに配布しました 

・本日、例会終了後理事役員会を行いますので、理事役

員の方 3階「菊の間」にお集まりください 

・本年度、下期の会費の請求書を送付させていただき

ます 
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■1月お祝い 

・会員誕生日 坂東会員、間野会員、佐藤会員 

・奥様誕生日 継岩会員夫人 

・結婚記念日 間野会員 

・「誕生日の歌」：ソングリーダー：二瓶会員 

・1分間スピーチ：坂東会員 

  
（栗山会長、坂東会員、継岩会員）    （坂東会員） 

 

■委員会報告 

・職業奉仕委員会 平井委員長 

 2020年 1月 31日職業奉仕フォーラムについて 

  
（平井会員）         （橋会員） 

 

■出席状況報告：橋会員 

⇒詳細 1頁バナー下の出席状況報告欄にて 

 

■ニコニコ BOX報告：大星会員 

（ご意向）新年初例会おめでとう御座います。今日台

湾に出張中です。例会出席出来ませんが、今年もよ

ろしくお願いします：斉藤実様 

（東京臨海 RC、当クラブ特別代表） 

（ご意向）本日もよろしくお願い致します 

：鈴木孝行様（東京臨海 RC、当クラブ発起人代表） 

（ご意向）新年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 

 ：東京臨海 RC三役様 

（ご意向）新年明けましておめでとうございます。本

年も宜しくお願いします 

：池田佳寿光様（東京臨海東 RC） 

（ご意向）：皆様、新年明けましておめでとうございま

す。旧年中は大変お世話になりました。ありがとう

ございます。本年も宜しくお願い申し上げます。 

 ：栗山会長 

（ご意向）：西野幹事お仕事ありがとうございます 

 ：飯塚正裕会員 

（ご意向）新年明けましておめでとうございます。今

年もよろしくお願い致します：岩崎会員 

（ご意向）皆様、新年明けましておめでとうございま

す。本年もよろしくお願い申し上げます：継岩会員 

（ご意向）本年も宜しくお願いします：髙橋会員 

 

 飯塚副会長、西野幹事、橋会員、伊藤会員、平井会員、

佐々木会員、大西会員、岸会員、二瓶会員、島崎会員、

木津会員、北林会員、武井会員、坂東会員、大星会員、

田名網会員、三橋会員、清水会員、石田会員 

 

【28 件 108,000円  累計 1,283,901円】 

 

  
     （大星会員）       （継岩会員） 

 

■アトラクション 

 向島千代田様 獅子舞い 
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■本日の卓話 

「半期の振り返り、そして下期へ」 

会 長 栗山義広様 

 
      （栗山会長） 

１．会員イニシエーションスピーチ、パストガバナー

地区委員長の卓話を中心に例会を行う 

 ・イニシエーションスピーチ 

→前年度 11名 今年度 15名 残り 5名 

 ・社会福祉協議会事務局長より卓話して頂きました 

・パストガバナー、地区委員長卓話 

→12月まで 0 後半予定あり 

２．ロータリークラブの歴史、組織を学び、寄付行為、

年間行事に積極的な参加をしていく 

 ・新入会員歓迎会にて斉藤特別代表及びガバナー補

佐よりオリエンテーション実施 

  その他例会でロータリー歴史の卓話実施 

・東分区 IM→9/21 14名出席 

 ・地区各委員会へ積極的に出席 

  地区青少年交換委員 飯塚憲貴氏 

  地区バギオ基金支援委員 継岩憲二氏 

  比国育英会バギオ基金 理事 栗山義広氏 

  比国育英会バギオ基金 評議員 西野充英氏 

 ・クラブ奉仕フォーラム 

→8/23クラブ奉仕部門別役割を飯塚委員長より説明 

 ・社会奉仕フォーラム 

→11/15社会福祉協議会事務局長より卓話 

 ・後半は沖縄地区大会（2/13）地区研修協議会（4/21）

世界大会（6/6～10）バギオ訪問（3/12～15） 

 ・寄付  

≪米山≫クラブ 上期普通寄付 28,000円（28名） 

  二瓶恵一会員 30,000円 

  栗山義広会長 30,000円第 2回米山功労者 

≪米山梅吉記念館≫クラブ 3,000円 

≪バギオ基金≫ 

二瓶恵一会員 50,000円 

  栗山義広会長 10,000円 

クラブ 50,000円（1/17予定） 

  ≪財団≫ 

クラブ 300,000円（30名） 

  栗山義広会長 14,840円 

  西野充英幹事 14,840円 

  油井健一会員 14,840円 

  飯塚憲貴副会長 14,840円 

  上記４名は目標２３０ドル達成 

 ・江戸川区民まつり協賛金 35,000円 

・九州北部豪雨災害支援金 30,000円 

 ・台風１５号災害支援金 60,000円 

 ・パラボールリーグ協賛金 30,000円  

（当クラブ協賛 21社） 

 ・首里城火災支援金 30,000円 

３．奉仕活動検討委員会を毎月理事会と同時に開催す 

  る 

 ・パラボールフェスティバル  

・後半は江戸川花火大会清掃予定（5/24・30 予定） 

４．忘年家族会は、ロータリアンの家族がしっかりと

楽しめるように行う 

 ・忘年家族会→総出席人数 56名 

  来賓・ゲスト 5名、会員 23名、奥様 14名、 

家族・お子様 14名 

５．家庭集会、夜間例会、ゴルフコンペ、親睦旅行を行

い会員同士の親睦を深める 

・家庭集会→10/31 葛西地域 15名出席 

      →11/11 篠崎地域 17名出席 

 ・夜間例会→1回（12/16） 後半 1回（6/19） 

 ・オールディーズ（親睦家族会） 

→多数ファミリー出席 

・新入会員歓迎会→10/22 屋形船 26名出席 

 ・ゴルフコンペ→4回（親睦ゴルフ・地区ゴルフ） 

 ・後半は上野精養軒にて家族花見移動例会（3/27） 

親睦旅行＆ゴルフ（2/13）家庭集会 

６．親クラブ、兄弟クラブと連携し、会員増強し、さら

に親睦も深める 

 ・合同例会 3回→後半 1回 

 ・ゴルフを通じて親クラブ兄弟クラブとの親睦を深

めた 

７．今年度中に海外に姉妹クラブを作る目途を立てる 

 ・国際奉仕委員会を中心に 5月ホノルル訪問で調整 

  中 

８．職場体験、職場見学の受け入れられる会員を募る 

 ・栗山自動車工業 

 →職場体験 高校生 1名、中学生 1名、職場見学 
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中学生 5名 

９．江戸川区行政と福祉団体との連携を模索する 

 ・社会奉仕フォーラム 

 →社会福祉協議会事務局長より卓話 

 ・こども食堂へジューザー寄贈 

 

例会数 16回 その他イベント 10回 

会員 31名 平均出席人数 24.25人  

平均出席率 76.57％ 

平均年齢 48歳 

 

副会長 飯塚憲貴様 

 
 

幹 事 西野充英様 

 
 

■点鐘：栗山会長 


