
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「新旧役員引継ぎ式」 

 

 「会長幹事所信表明」 

 吉田 勝弘 会長 

 鈴木 貢  幹事 

 

 「インフルエンサーになろう」 

 

 東分区ガバナー補佐 嶋村文男様 

(東京東江戸川ＲＣ) 

次回の卓話 本日の卓話 



 

 

           通算第 2213 回 

           第１回 7 月 3 日 

【点鐘】【国歌】君が代 

【ロータリーソング】奉仕の理想 

【来 賓 紹 介】  

米山奨学生 ｱﾏﾙ･ｱｽﾞﾗｲ･ﾋﾞﾝ･ﾁｪ･ｱｽﾞﾊ様 

 

新旧役員引継式 

認証状保管引継ぎ  

エ ン ブ レ ム の 引 継 ぎ  

槌 の 引 継 ぎ  

点 鐘  

国 歌 斉 唱 『君が代』 

ロータリーソング 『奉仕の理想』 

来賓・ビジター紹介  

元 会 長 代 表 挨 拶  

新理事・役員紹介  

記 念 バ ッ チ 贈 呈 

謝 辞  

 

 

通算第 2212 回 

           第 25 回 6 月 26 日 

移動例会 ロイヤルパークホテル「桂花苑」 

「会長幹事ご苦労様会」 

「松坂順一ガバナー慰労会」 

 

 

通算第 2211 回 

           第 24 回 6 月 5 日 

【点鐘】【国歌】君が代 

【ロータリーソング】奉仕の理想 

おめでとう♪ 

会員誕生日祝い 井上(勇)会員(6/3) 

町田会員(6/16) 

【来 賓 紹 介】  

東京葛飾ＲＣ 

今年度会長 瀬間義信様  

今年度幹事 福岡豊様 

次年度会長 小泉輝雄様 

次年度幹事 望月友二様 

東京葛飾中央ＲＣ 

今年度会長 渡辺直人様  

今年度幹事 富田すゑ子様 

次年度会長 齊藤徳行様 

次年度幹事 坂田幸康様 

 

 

 
 

【会 長 報 告】 

○前回の卓話者 斉藤実 東分区ガバナー補佐が

卓話お車代をバギオ基金へ当クラブ名義で寄付

して下さいましたので、バギオ基金よりお礼状

が届いております。 

 

【幹 事 報 告】 

○例会前に理事役員会を開催いたしました。 

報告は週報に掲載いたします。 

○次回例会は移動例会 6/26(水)１８時より 

ロイヤルパークホテルです。 

○本日は食事は例会終了後となります。 

○2019-2020 年度地区大会参加意向調査のお願い

を転送してありますが、７月の例会で集計致し

ますので皆様目を通しておいて下さい。 

○次年度委員長で次年度の活動方針＆活動計画未

提出の方は至急ご提出お願い致します。 

○コーディネーターニュース 配信 

 

【委 員 会 報 告】 

○6/1-5国際大会(ハンブルグ) 

 ただいま国際大会に松坂ガバナーが行ってお

ります。 

 

【ニコニコＢＯＸ】 

東京葛飾ＲＣ 

今年度会長 瀬間義信様・幹事 福岡豊様 

･･･退任のご挨拶に参りました。一年間お世話にな

りました。 

次年度会長 小泉輝雄様・幹事 望月友二様 

･･･就任のご挨拶に参りました。 

ご指導宜しくお願い致します。 

東京葛飾中央ＲＣ 

今年度会長 渡辺直人様・幹事 富田すゑ子様 

次年度会長 齊藤徳行様・幹事 坂田幸康様 

･･･本日は今年度会長幹事、次年度会長幹事でご挨

拶に伺いました。いつもご支援、ご指導いた

だきありがとうございます。 

金子会長・吉田幹事･大久会員･大川会員･須田会

員･･･東京葛飾ＲＣ 今年度会長 瀬間義信様・ 

幹事 福岡豊様、次年度会長 小泉輝雄様・

幹事 望月友二様、東京葛飾中央ＲＣ 今年

度会長 渡辺直人様・幹事 富田すゑ子様、

次年度会長 齊藤徳行様・幹事 坂田幸康様 

須田での例会は今期さいごとなります。よう

こそしらっしゃいました。 

神谷会員･･･金子会長、吉田幹事 本日で須田さん

での例会完了です。お疲れ様でした。東京葛

飾ＲＣ 瀬間様・福岡様、東京葛飾中央ＲＣ 

渡辺様・富田様 あと 1 ヶ月です。最後まで

頑張って下さい。 

 

前週の例会 

今週の例会 

前々週の例会 



 

 

齊藤会員･･･季節も徐々に変化し、みずみずしい若

葉が美しいさわやかな風と心地良さを運んで

来る季節となって来ました。本日東京葛飾Ｒ

Ｃの瀬間会長、福岡幹事、東京葛飾中央ＲＣ

の渡邊会長、富田幹事、又、次年度の両会長

幹事の皆様ようこそいらっしゃいました。有

難うございました。よろしくお願い致します。 
 

      本日合計   \76,000 

今期累計   ￥1,067,000 

 

※6/24ニコニコ追加 

町田会員･･･松坂ガバナーはじめ会員の皆様  

一年間ご苦労さんでした。誕生祝いありがと

うございます。 

 

      本日合計   \10,000 

今期累計   ￥1,077,000 

 

【く じ ら コ イ ン Ｂ Ｏ Ｘ】 

      本日合計   \1,437 

今期累計   \55,945 

 

【出 席 報 告】 

会員１９名中 ９名 出 席 60.00％ 

(５月８日)前々回訂正出席率 89.47％ 

 

♦♦♦♦第１２回定例理事役員会報告♦♦♦♦ 

 

日 時 ６月５日(水) １７時３０分より 

場 所 「須田」 

出席者 金子・吉田・大久・大川・神谷 

須田 

議 題 

1.５月の会計報告の件･･･････････････承認 

2. 会員退会の件 

 井上勇会員 6月末退会･････････････承認 

3.その他  

会長幹事お疲れ様会の会費の件 

今年度より親睦会費として 20,000円ＵＰし

た為 19人×20,000円＝380,000円分は会から

負担。残金が 38万に満たない部分は年間の残

金から捻出して今回の臨時会費と相殺して返

金予定。 

 

 

 

 

  「一年を顧みて」 

 

 

「一年を顧みて」 

 

金子 弘士 会長 

 

一年間会員の皆様のご協力により無事葛飾東ロ

ータリークラブの会長を務めさせていただきあり

がとうございました。 

会員減少により例会場を「浅草ビューホテル」か

ら「須田」に移動し、昼から夜の例会と改革を行

いました。費用を抑えることもでき多忙な会員の

皆様にとっても例会に参加しやすくなったと思い

ます。 

また松坂ガバナー所属クラブという大変な重圧の

中、吉田幹事と共にクラブ運営に努めてまいりま

した。この変化の時期に会長を務めさせていただ

いたことは、私自身勉強することが多くとても貴

重な経験をさせていただきました。 

私は、この一年を通して「会員増強と退会防止」

を活動計画の重点目標にしてまいりました。 

会長、幹事として、何が出来るか？悩み考えてお

りましたが、参加させていただいた会長幹事会を

はじめ、クラブの周年行事・ＩＭ・地区大会など

で、各クラブの会長、幹事、いろいろな方々から

声をかけていただきました。そこでの激励、ご意

見、とても感謝しております。 

吉田幹事におかれましては、来期会長となります。

二年続けてご苦労様です。私は増強委員長として、

一から勉強しなおし伝統ある葛飾東ロータリーク

ラブの役に立てるよう吉田会長を支えつつ、今後

も邁進してまいります。 

最後になりますが、理事役員の皆様、事務局の

大塚様、特に至らぬ私を支えてくださった吉田幹

事には、大変お世話になりました。 

また例会場の場所を提供していただいた須田さん

心より感謝申し上げます。 

一年間、本当にありがとうございました。 

 

 

 

 ６月５日の例会卓話 

 



 

 

「一年を顧みて」 

 

吉田勝弘 幹事 

 

一年を顧みてとの事で 

金子会長の幹事になりまして早い物でもう１年

が過ぎようとしています。 

会長をはじめ会員の皆様には迷惑をお掛けしな

かったか少し心配ではございますが如何だったで

しょうか？ 

新年度を迎えた平成３０年７月１８日の例会 

会長幹事所信表明にお話しさせて頂いた内容から

今期１年を振り返ってみたいと思います。 

まず、当クラブでは幹事が例会の司会進行役を

いたします。上手に司会や進行出来たかは？疑問

でございますが、当クラブの例会自体で欠席が１

回のみでしたので 〇（マル）ってところでしょ

うか？ 

それと今年度は当クラブにとって大きな出来事

が２つございました。 

松坂ガバナー年度である事と例会場と例会日の

変更でございます。 

松坂会員がガバナーの１年間との事で「松坂ガ

バナーには、ご迷惑をお掛けしないように金子会

長と努力して行きたいと考えております」とお話

しさせて頂きました。こちらは ◎（二重マル）  

でもいいでしょうか？ 微妙ですが。 

また松坂ガバナー年度に伴い地区副幹事の岩楯

会員・井上会員・神谷会員が松坂ガバナーのお供

として地区のロータリー活動をする事で例会の出

席人数が減少してしまう不安があるようなお話し

もさせて頂きました。ですが地区副幹事のお三方

とも地区のロータリー活動でのメイキャップは殆

ど無く基本 例会に出席を頂いたので大変助かり

ました。 岩楯会員 井上会員 神谷会員に 花

マル (⌒∇⌒) を差し上げたいです。 

例会場と例会時間の変更の件は 

始めの数カ月は何となくバタバタしておりまし

たが須田会員と皆様のお陰様を持ちまして大きな

トラブルも無く例会を運営する事が出来たと思っ

ておりますので、こちらは ◎（二重マル）  

ですかね。 

次に金子会長のサブテーマの一つ 

『変化を生み出し何ができるか、結束を高め、よ

り良いクラブする』 

のお手伝いは、出来たのでしょうか？ 

 

 

 

 

「変化を生み出し何ができるか」は  

例会場の変更 例会時間の変更 

「結束を高め」は 例会の出席率の向上  

他クラブへの参加活動数の増加 

「より良いクラブする」は  

元々良いクラブですが更にです 

これらは金子会長の努力もございまして・・ 

 金子会長に ◎（二重マル）でございます。 

私はこの約一年間を金子会長のお供として 

会長幹事会・葛飾中央ＲＣさんの納涼花火大

会・江戸川ＲＣさんの５５周年式典・当クラブ親

睦旅行・東分区ＩＭ・東江戸川ＲＣさんの５０周

年式典・地区大会・葛飾ＲＣさんの観桜会・葛飾

中央ＲＣさんの観桜会・臨海西ＲＣさんのチャー

ターナイト・葛飾ＲＣさんへのご挨拶訪問・来週

になりますが葛飾中央ＲＣさんへのご挨拶訪問・

再来週は地区納めの会 

と金子会長とは沢山の時間を過ごす事が出来て 

本当に本当に楽しいかったと思っております。 

最後になりますが 

金子会長 金子会長の幹事として、どうでしたで

しょうか？ 

ニコちゃんマークをくれますか (⌒∇⌒)。？ 

 

 

 

国際ロータリー為替レート 

留意点 ：2019年 7月 1日より、国際ロータリーの

為替レートは、毎月の初日における市場実勢相場

に基づくこととなります。このため、事前に新しいレ

ートをお知らせすることができなくなることをご了承

ください。この変更は、世界各地の会員にとって最

も正確な市場を反映したレートをご提供する最善

の方法であると考えています。ご不明な点がありま

したら、国際ロータリー日本事務局経理室へ E メー

ル（rijpnfs@rotary.org）でお問い合わせください。 

！2019 年 7 月のロータリーレートは、     

１ドル＝108 円と My ROTARY に掲載されて

おりましたのでお知らせ致します。 

 

My ROTARY の為替レートページはこちらから

ご確認いただけます。 

https://my.rotary.org/ja/exchange-rates 

 

 

mailto:rijpnfs@rotary.org
http://msgfocus.rotary.org/c/15fqrvcDntxj5rbvQ3wsPbdiACl
http://msgfocus.rotary.org/c/15fqrvcDntxj5rbvQ3wsPbdiACl
http://msgfocus.rotary.org/c/15fqrCZm2iHO2Sf3Zd4xlzZAVxy
http://msgfocus.rotary.org/c/15fqrCZm2iHO2Sf3Zd4xlzZAVxy

