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会 長 報 告




久雄

訃報の連絡です。
12/17 中西英治会員がお亡くなりになり
ました。
12/19 岩城武会員がお亡くなりになりま
した。
詳細につきましては、後程ご連絡致しま
す。ただ今より、故中西英治会員並びに
故岩城武会員に対して、１分間の黙祷を
捧げ謹んで故人のご冥福をお祈り申し
上げます。
皆様のご指導ご協力のお蔭で本年の最
終例会、並びに家族親睦会を迎える事が
出来ました。親睦活動委員会、ＳＡＡ、

2018 年 1 月 11 日
各委員会の皆様には大変お世話になり
ました。来年も精一杯頑張りますので、
どうぞお力添えを宜しくお願い致しま
す。ありがとうございました。
幹 事 報 告


12/28 及び 1/4 年末年始休会です。お
間違えのないようお願い致します。
 1/11 初例会です。１１１とお覚えてく
ださい。宜しくお願い致します。
 本日の記念撮影は、３階「櫻の間」に
て行います。閉会点鐘後は、速やかに
３階にご移動願います。
 本日で 2017 年最終の例会を迎えまし
た。皆様に支えられ半年をどうにか過
ごすことが出来ました。足りないとこ
ろばかりで申し訳ありません。残り半
分頑張ります。どうぞ宜しくお願い致
します。2018 年が皆様方にとりまし
て、素晴らしい年の幕開けとなります
ようご祈念申し上げまして、幹事報告
とさせて頂きます。
委 員 会 報 告
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出 席 報 告 会員51名中48名
前々回訂正出席率
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東京江北ロータリークラブ
2017-18 年度年忘れ家族親睦会

プログラム

１２月２１日(木)上野精養軒 桜の間に於いて
2017-18 年度 年忘れ家族親睦会は総勢１３４名
参加をいただいて行いました。
今年度は津軽三味線と民謡のライブをアトラク
ションといたしましたが、楽しんでいただけま
したでしょうか。
準備の段階から、親睦活動委員の皆様、ＳＡＡの
皆様にはご尽力を賜りました。お陰で今年度の
家族親睦会も無事に終えることができました。
心より感謝申し上げます。

本日の卓話

次週の卓話

「初笑い」
落語家
古今亭駿菊氏

未定

会 長 新 年 ご挨 拶

2017-18 年度
会長 芝 久雄
新年あけましておめでとうございます。
会員皆様には、ご家族共々輝かしい新年をお
迎えの事と心よりお喜び申し上げます。
本年度東京江北ロータリークラブは「ロータ
リーを楽しもう！」をテーマに活動してまい
りました。東京葛飾ロータリークラブとの
「初合同例会」、「中秋の名月を見る会」、そ
して昨年末の「年忘れ家族親睦会」を以て上
半期の活動を終える事が出来たのも、幹事の
塚越さんそして各委員会と会員の皆様のご
指導とご厚情、積極的なご協力の賜物と心よ
り感謝申し上げます。
いよいよ下期がスタート致します。「ロータ
リー希望の風奨学金チャリティーコンサー
ト」、「地区大会」、「日台親善会議」、ロータ
リー財団地区補助金を使用したプロジェク
ト、東京足立ロータリークラブとの「合同例
会」等々、今年も皆様のご指導、お力添えを
頂く行事が続きますがどうぞよろしくお願
い致します。

昨年のクラブの年次総会では次年度畠山会
長の下、1 年間ご尽力いただく理事・役員の
皆様が選任され７月のスタートに向け準備
に取り掛かれるわけでありまして、そのご活
躍を心からご期待申し上げております。また
次々年度会長には小林会員が指名されまし
た。我が東京江北ロータリークラブも次々年
度はいよいよ還暦を迎えます。
６０周年に向け若い会員も増え新しい風が
吹き、さらに発展するのではないかと期待し
ています。そのためにも残る半年、全力投球
でスムースに次年度にバトンタッチ出来ま
す様に頑張りますので皆様方のさらなるご
指導、ご協力をどうぞよろしくお願い申し上
げます。
末筆となりましたが、平成 30 年が皆様にと
りまして素晴らしい年となりますことを心
から祈念申し上げます。

幹 事 新 年 ご挨 拶

2017‐18 年度下期スケジュール

１月
４日(木) 休会
１１日(木) 通常例会／初笑い
１８日(木) 通常例会
２５日(木) 通常例会

2017-18 年度
幹事 塚越 伸博
新年あけましておめでとうございます。
皆様におかれましては、平成３０年が素晴ら
しい年の幕開けになりましたこと、心よりお
慶び申し上げます。
お陰様で芝年度は、皆様のご協力のもと前
半６ヶ月を乗り越えることが出来ました。改
めまして皆様には心より感謝を申し上げま
す。
前期を振り返りますと、幹事職がこれほど大
変なんだと実感をしました。足りないところ
ばかりで、勉強不足であったことは確かで
す。会長にも皆様にもご迷惑をおかけしたこ
と反省しております。
後期は、２月には「希望の風チャリティコ
ンサート」
・
「地区大会」、３月には、
「日台親
善会議」
・
「ロータリー地区補助金プロジェク
ト」・「東京足立ロータリークラブ合同例会」
と事業をこなしてまいります。いずれの事業
も皆様のご協力を頂き、微力ながら全力で取
り組んでまいりますので、お力をお貸しくだ
さい。
後期は前期の反省を活かし、今年度のテー
マ「ロータリーを楽しもう！」を皆様のご協
力を得ながらひとつひとつ実践してまいり
ます。
新年に向け、再度気を引き締め前進してま
いります。ご指導ならびにご鞭撻の程、宜し
くお願い申し上げます。
結びに、皆様そしてご家族のご健康並びに
益々のご活躍をご祈念申し上げ、
新年の
ご挨拶とさせて頂きます。

２月
１日(木) 通常例会
８日(木) 通常例会
１２日(月) 希望の風奨学金
１５日(木)

通常例会
例会後：職場訪問
２１日(水) 地区大会本会議
２２日(木) 特別休会
３月
１日(木)
８日(木)
１０日(土)
１５日(木)
２２日(木)
２９日(木)

特別休会
日台親善会議
通常例会
ロータリー財団
補助金プロジェクト
夜間例会
長寿・永年在籍を祝う会
通常例会
夜間例会
東京足立合同例会
桜を観る会

４月
５日(木) 通常例会
１２日(木) 特別休会
１９日(木) 通常例会
２６日(木) 通常例会
５月
３日(木) 祝日休会
１０日(木) クラブ協議会
１７日(木) 通常例会
２１日(木) 通常例会
３１日(木) 通常例会
６月
７日(木) クラブ協議会
１４日(木) 通常例会
２１日(木) 通常例会
２８日(木) 夜間（最終）例会

