第2580地区

東京豊島東ロータリークラブ

2020～2021 年度会長方針「今年は創立35周年

未来へつなげよう！」

創 立／1986年2月19日 （会長）
細田 新子 （副会長）
佐藤美枝子 （幹事）佐藤 久雄
例会場／〒171-8505 東京都豊島区西池袋1-6-1 ホテルメトロポリタン TEL 03-3980-1111
事務所／〒171-0014 東京都豊島区池袋2-61-8-705 TEL 03-3985-7577 FAX 03-3590-6644
受付時間：火・水・木 10：00～16：00
ＨＰ http：//www.toshimah-rc.jp
E-mail info@toshimah-rc.jp
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浅原 英明会員
6月16日の歌
 雨ふり・ロータリーソング（それでこそロータリー）
本日のソングリーダー

前回第1577回
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台湾への新型コロナウイルスワクチン支援に対す
る感謝のご連絡

幹

事

報

告

東京臨海東・江戸川中央RCより例会場変更のお
知らせ
■ビジター
RI第2580地区
北分区ガバナー補佐


加古

博昭様

11：15～12：00

例

12：30～13：45

会

役員理事委員長挨拶

バッジ交換

ミニコンサート

理事会

年度方針発表

2020-21年度報告

挨拶

次回７月７日のプログラム

７月７日［1579］
理事会 11：15 ～ 12：00
例 会 12：30 ～ 13：45
新年度方針発表
役員理事・委員長挨拶

７月14日［1580］
例 会 12：30 ～ 13：45
クラブ協議会①
委員会活動方針発表

７月21日［1581］
例 会 12：30 ～ 13：45
イニシエーションスピーチ 衣笠
クラブフォーラム

7 月の

例会
スケジ
ュール

傑会員

■出席報告
会

員

26 名

出席算入
会員数

出席数

欠席数

出席率

24 名

17 名

9名

70.83％

■ニコニコ BOX
第 1577 回（６月９日）
３名

20,000円

2020-21 累計
107名

859,000円

ニコニコ BOX コメント
加古ガバナー補佐様／コロナウイルス感染により貴
クラブに十分なフォローをすることができず、
申し訳ございません。
細田会員／ワクチン接種も本格化に。一安心です。
会員の皆様、来週のチェンジオーバーナイトの
ご参加宜しくお願い致します。
＜指定ニコニコ＞
櫛田会員（親睦家族委員会）／本日は妻由紀子の誕
生日です。
家内の親睦奉仕にも努めております。

2020 -21年度活動報告

会長・幹事・委員長・監事

クラブ運営支援委員会


て、古着を集め
佐藤美枝子委員長

てパキスタンの

コロナの影響

子ども達に教育

でなかなか動く

支援活動を行い

ことが出来な

ました。地域の

かった中、細田

方々にご協力を

会長の方針でな

今年度 佐藤(久)委員長
次年度 里見委員長

んとか例会を開

頂いて620 kg
の古着が集ま

くことが出来ま

り、大変な活動資金になりました。もう一つはエコ

した。来期に向

バック1050枚を作成し内外に配り、ロータリー活

かいまして、十分にいろいろな事を蓄えて考えてお

動としてのアピールが十分できたのではないかと思

ります。

います。YouTube、HP、豊島新聞にその都度記

今年度 佐藤(美)委員長
次年度 榊原委員長

事にして頂きました。今年は意識して、内外等への
SAA 委員会

森川義基委員長

発信と貢献活動を行えました。台湾東海クラブから
SAA の 活 動

の豪雨義援金を福島民報紙に掲載できました。

報告と致しまし

今年度 森川委員長
次年度 細田委員長

ては、年度初め

職業奉仕委員会

に発表しました



（代理）櫛田隆治副委員長

活動計画に沿っ

３月末まで井戸垣陽子委員長

て実行できたか

のもと進めて参りましたが、４

なと思います。

月ご転勤により委員長不在のま

ホームミーティ

ングについては会長の方針でもあり、委員会別に実

今年度 井戸垣委員長・
次年度 衣笠委員長

ま副委員長として務めて参りま
した。錦華学院の巣立つ子供た

行して頂き有意義なホームミーティングになったか

ち（18才）に金銭・職業感覚を学んでいただき、

と思います。新人の方々にもソングリーダー・出席

そしてまた小さな子供たちには、自分たちがどのよ

報告・ニコニコ等の役割を積極的に参加頂けました。

うな環境で生まれたのか、コロナ禍でどうやって生

ロータリーの友のお話も皆様心よくお引受け頂

きて行くのかというテーマで、社会・青少年奉仕の

き、予定通り行う事ができました。ただコロナの関

観点から活動するという計画がありましたので、そ

係で皆様のお席のテーブル数下半期は少なくなり、

れに相乗りする形で計画に加わったのですが、実現

皆様のお席も当初は３～４回のお席替えと思いまし

にいたりませんでした。不完全燃焼でしたので、次

たが、かないませんでした。

年度も副委員長としてのお役目を与えられましたの

計画に沿って、活動をして頂けた事は各委員長の

で、引き続きよろしくお願いいたします。

協力あっての事だと思います。大変感謝しておりま
す。又次年度は今年度会長の細田さんが、SAA 委

社会奉仕委員会

員長をお引受け頂いてますので、安心して SAA の



お役をバトンタッチできます。

榊原一久委員長
委員の方にご活躍を頂きまして、このコロナ禍の

中で大きな成果をあげて頂きました。今年度はロー
公共イメージ向上委員会


タリー財団の地区補助金を利用して地区から補助
佐藤久雄委員長

金60万円を頂き、シングルマザー世帯へ制服寄贈

前期の方針を引き継いで行くという事でスタート

プロジェクト行い、NPO 法人豊島 WAKUWAKU

致しました。創立35周年でしたので記念行事とし

子どもネットワークさんとタイアップしご協力も頂

まして、一つは地元の NPO 法人様とタイアップし

き、21名へ制服寄贈し、すべて終了致しました。

今年度 榊原委員長
次年度 有我委員長

WAKUWAKU

親睦・家族委員会

さんとのつなが



櫛田隆治委員長

りも出来たとい

主だった移動例会・夜間例会は通常通り出来ませ

う事で、フード

んでした。ほとんど出番はありませんでした。ご報

サポート（シン

告できるのは、年度初めに新入会員の歓迎会をさせ

グルマザー世帯

て頂いた事、ＨＭで委員同士の交流が出来た事、毎

へ）支援を定期

月第一例会にてお誕生お祝い品を贈呈させて頂きま

的に配布する活

した。コロナ禍で何度かご自宅に郵送致しました。

動にご協力させて頂きました。社会奉仕委員・会員

来年度は副委員長として頑張ります。

の皆さんにご協力頂いて、4．5回参加致しました。
錦華学院については、土屋会員に講師をお願いして

米山奨学委員会

思春期セミナーを一回行いました。その後も継続的



新倉康榮委員長

に行う提案はしておりましたが、コロナ禍の状態で

米山奨学会を理解して頂き、

延期になっております。ですが十年近く奉仕活動を

ご寄付をどうぞよろしくお願い

させて頂いておりますので、継続的に行っていきた

致します。

いと思います。コロナ禍で活躍された委員の皆様へ
感謝致します。
ロータリー財団委員会
国際奉仕委員会


今年度 廣内委員長
次年度も廣内委員長

榊原一久委員長

今年度にロータリー財団のお話をさせて頂きまし
廣内世英委員長

て、ポリオだけでなく地区補助金、平和フェロー

今年度はコロナの影響でいろ

シップの活動、留学生など、ロータリー財団につい

いろ計画していた会が行えませ

て理解を深めて頂けたかと思います。あとは皆様か

んでした。２月はバギオ、３月

らの寄付をどうぞよろしくお願い致します。

は日台親善会議、４月台北東海
会計

RC 25周年記念、６月台湾国



際大会とコロナに負けてしまいました。来年度は移

（代理）櫛田隆治会計代行

動例会が出来る様に検討しています。台北東海 RC

収支は毎月理事会で報告し、

からの福島への義援金を届け、福島民報紙にも掲載

承認して頂いております。例年

されました。また来年度もよろしくお願い致します。

ですと赤字で苦しんでおりまし

会員増強委員会

今年度 浅原委員長
次年度も浅原委員長

今年度 吉田委員長
次年度も吉田委員長

たが、今年度は事務所の家賃を
安くして頂いたおかげで、まだ

 （代理）佐藤美枝子副委員長

締まりませんが黒字の予定でございます。当クラブ

コロナ禍の為に会員増強はで

の鈴木基金、会員の皆さまが少しずつ貯めた基金が

きませんでした。新しく入られ

ございまして、今年度は活用する機会がありません

た方へは積極的に例会へのお勧

でしたので、次年度は活動資金を有効活用したいと

めをしている段階です。ひとつ

思います。

良かった事は、お辞めになった
監事

会員が特別会員として戻られたことで、当クラブの

渡邊裕之会員

まだ最終監査はされておりま

中で活動を行いたいとの意思の表れですので、踏み

せんが、本来であれば活発な委

とどまって一緒に活動を行いたいと思います。

員会活動が出来たと思います。
皆様からの会費・浄財で運営さ
今年度 渡邊委員長

いと思います。

れていますので、最終的に間違
いのない監査を出来る様にした

新型コロナウイルスワクチン支援に感謝レター
日本から送られた新型コロナウイルスワクチン支援に関しまして、台北東海 RC と台湾の
ゲーリー・ファン元 RI 会長から前川会員へ感謝のお手紙を頂きました。

ROTARY CLUB OF TAIPEI TOKAI
〒100 3F,NO.67,PAO-CHUING
RD.TAIPEI,R.O.C
E－Mail：tokai@seed.net.tw

台北東海扶輪社



〒100 台北市寶慶路 67 號 3F
TEL：(02)2388-9363
FAX：(02)2388-9364


 年  月  日

東京豊島東ロータリークラブ
会長細田新子様
会員の皆様
台北東海ロータリークラブ
会長蔡 鴻賢
会長エレクト 袁啓森
社会奉仕委員長笹谷久雄
国際奉仕委員長 荘 月清
幹事林 育德

 
台湾への新型コロナウイルスワクチン支援に対する感謝

2021 年 6 月 14 日
台北東海ロータリークラブ
会長 蔡 鴻賢 様
役員の皆様
会員の皆様


東京豊島東ロータリークラブ
会長 細田新子
幹事 佐藤久雄

この度は日本政府より台湾に対して新型コロナウイルスワクチンを無償提
供していただき誠にありがとうございます。日本と台湾の深い友情を再確認
することができ、また日本政府から迅速かつ多大なご支援を賜り大変感動し

お礼状

ております。改めて心から感謝申し上げます。
親愛なる台北東海ロータリークラブの全会員、ご族の皆様



この度は、日本政府からの台湾へのコロナワクチン支援について、早速過分な

台北東海ロータリークラブも引き続き台湾と日本の架け橋役として、更に

感謝状を頂き、大変有難く恐縮しております。

日台交流促進に向けてさまざまな活動を行い、より硬く深い友情を築いて参
１０年前の２０１１年３月１１日の東日本大震災の折には、台湾政府はじめ

る所存です。日本も台湾もコロナに負けず、引き続き一日も早い終息に向け、

各地のロータリークラブの皆々様より言葉では言い尽くせないほどの多大なご

共に頑張って参りましょう。来月から予定の東京オリンピックの成功を心よ

支援を賜りましたこと、年月が過ぎても思い出され心より感謝しております。

りお祈り申し上げます。

東京島東ロータリークラブは、当クラブ委員の日台ロータリー親善会議前川

謝謝日本！一起加油！

昭一名誉総裁、廣内世英委員と共に、引き続き日本と台湾の交流促進を進めて、

敬具


より深く熱い友情を深めて参ります。
ワクチン接種がコロナ終息への大きな一歩となり、一日も早く日台交流が再
開できますよう心より願っております。
最後になりましたが、貴ロータリークラブの益々のご活躍、会員皆々様のご健
勝をお祈り申し上げます。
敬具

