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№2218例会　日時：2019年11月7日（木）12：30～13：30　場所：丘の湯プラザ 天安サロン

委員会報告

秋晴れで私の心と同じです。地区補助金委
員長の卓話で少し心が曇りがちですが、島
谷様の卓話で晴らして下さい。
地区補助金委員会　委員長　島谷様　卓
話楽しみにしております。
11/1稲城自治功労賞をいただきました。
島谷様　ようこそいらっしゃいました。
卓話楽しみです。
父の件、一応整理がつきました。大きな借
金です。
島谷様　卓話ご苦労様です。
本日の卓話をロータリー補助金委員長の島
谷さんにお願いしました。皆さん、今一度
財団を学びましょう。
今週は秋晴れが続き良かったと思います。
島谷様　宜しくお願いします。
島谷様　卓話お願いいたします。
島谷委員長様　卓話ありがとうございます。
ようやく装具がとれました！ワールドカップ最
高でした。

本日は卓話にお呼びいただきました。皆様にロータリー財
団のお話をさせていただく機会をいただきましてありがとう
ございます。

本日の合計：24,000円　総計：425,000円
ニコニコBOX（石井 伸昌  会員）
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出席報告（渋谷 桂次  会員）
先々週の訂正出席率 85.19％
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司会 『四つのテスト』『稲城市民憲章』
司会　川島　保之　副幹事

松原　一郎　会　長
全会員
全会員

佐伯　智美　会　員
関谷　宗道　会　員

点　鐘 
国歌斉唱「君が代」
ロータリーソング斉唱「奉仕の理想」
｢四つのテスト」唱和
｢稲城市民憲章」

お客様紹介 （松原 一郎  会長）

地区補助金委員会
　委員長　島谷 惠介  様　（東京世田谷 RC）

会務報告 （松原 一郎  会長）

①フォスターシティ　岡本
3世さんよりフォスターシ
ティのロータリーバッチと
バナーを頂きました。事務
局に飾ります。

幹事報告 （吉田 伸幸  幹事）

①冬の懇親会パーティのご
案内が届いております。
米山奨学生・米山学友・
ロータリアン
12月7日（土）　17:30～
②東京サンライズ汐留RC
後援　健康管理セミナーの

ご案内が届いております。
「疾病との闘い」11月24日（日）14:00～
③ガバナー月信　11月号が届いております。
④日台ロータリー親善会議　福岡大会のご案内が届いてお
ります。
3月6日（金）　ホテルニューオータニ博多
⑤バギオだより11月号が届いております。
⑥11月のロータリーレート　1＄＝108円

◆第5回東京稲城ロータリークラブ理事会（11/7開催）◆
【報告事項】
①奉仕プロジェクト委員会より市民祭の報告が届いてお
りますので、回覧致します。
オリジナルカレンダー 214枚作成　
②梨もぎ家族例会の決算書が届いておりますので、回
覧致します。
③12/21のクリスマス例会の出欠表も回覧致します。

④11/28に会長杯のゴルフコンペがございます。
⑤7月入会予定でした矢島会員ですが、本日の理事会
で正式に退会となりましたので、ご承知の程宜しくお願
い致します。

誕生日・結婚記念日祝い（石井 伸昌  会員）
結婚記念日
竹村 　寛 会員　節子 夫人　　11月11日
関谷 宗道 会員　紀公子 夫人　11月13日
川島 保之 会員　和子 夫人　　11月30日
小林 利光 会員　明美 夫人　　11月15日
鈴木 修司 会員　澄子 夫人　　11月23日
石井 伸昌 会員　悦子 夫人　　11月22日
出石 環樹 会員　聡子 夫人　　11月28日
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例会場：
事務局：
ホームページ：

毎週木曜日12時30分／毎月最終木曜日18時30分
丘の湯プラザ2F　天安サロン
東京都稲城市東長沼1733-3 グリーンハイツ202号室
　　　  http://inagi-rc.org/

社協で表彰を受けました。
島谷様　よろしくお願い致します。
ドラクエウォークというスマホゲームを始めた
ら散歩が楽しくなりました。何事も目的があ
るといいですね。
１１月なのにあたたかい日和ですね！
島谷様　卓話楽しみにしております。
朝夕ひえこんできましたね。
島谷様　ようこそ。

伊藤 孝一
佐伯 智美
木村 太一

石井 伸昌
山本 宏史
出石 環樹
山本 一隆

〇社会福祉協議会より感謝状をいただきました
　　　　　　　　　　　　　　　（伊藤 孝一  会員）

卓　話

卓話者紹介　（向井 俊右  会員）

【卓話者】
地区補助金委員会　委員長　島谷 惠介  様

閉会点鐘 （松原 一郎  会長）

謝　辞 （松原 一郎  会長）
どうもありがとうございました。DGは今年度も英語スピー
チコンテストで出していただきました。


