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１、理事会報告
２、５月25日（火）日本のロータリー100周年を
祝う会が当初参加者を限定して対面開催する予定
でしたが、オンライン開催に変更 アドレス掲示
あり

幹

事

報

告

１、国際ロータリー日本事務局から在宅勤務延長と
友事務所対応のお知らせ
２、東京ベイ・上野・本郷・江戸川中央・北・後
楽・小平・江戸川・小石川・王子・リバーサイ
ド・臨海東・葛飾東・荒川RCより例会場変更の
お知らせ

１年間皆出席

■ゲスト
2021-22米山奨学生

王登賢会員

トウ

委 員 会 報 告
社会奉仕委員会 櫛田会員
地区補助金プロジェクトで大変お世話になりまし
た、豊島子ども WAKUWAKU ネットワークか
ら、
「Ｗ AKUW Ａ KU 通信」を頂きまして、掲
示致しますのでご覧ください。

米山奨学金６月７月分授与

エツカン様

「ロータリーの友」を読んで

新会員の紹介

廣内会員
６月号 P18～21に台湾について掲載して
あります。本当は今年の国際大会を６月に台
湾で行うはずでしたが、コロナによりバー
チャルで行うことになりました。内容は台湾
と日本との関係について掲載しています。比
較表や日本をどのように思っているかなどで
す。2020年３月に予定されていた「第７回

衣笠

日台ロータリー親善会議福岡大会」も延期と
なりましたが、日本との関係を大切にしたい

傑会員

入 会 日：2021年６月１日
推薦会員：井上垣陽子
事 業 所：証券業
会 員 歴：和歌山城南 RC
2015 /11 /5～2018 /4 /18
東京町田 RC
2018 /5 /11～2021 /3 /31
イニシエーション・スピーチ：7月21日予定

思いから、「日台国際扶
輸親善会新年会」を開
催しました。次年度は
コロナ収束後、台湾の
移動例会も期待してお
ります。

クラブフォーラム
■「2021-22年度地区大会」について


「2021-22年度地区大会実行委員長

稲川会員

2021-22年度は「クラブとメンバーが主役の地区大会にしたい」とはっきりと若林ガナバーエ
レクトが方向性を出されております。従来の地区大会は独自のテーマをもって行われております
が、次年度は若林ガナバーエレクトの方針に基づいて、一連の流れでストーリー性をもって地区大
会を実施する予定です。一連の流れとは、GDM、研修、講習、ワークショップを経て流れを地区
大会に向かいます。
若林年度のテーマは５つです。
1 ．新型コロナウイルスで困っている人々を支援しよう
2 . ポリオ根絶に向けて頑張ろう
3 . 元気なクラブになろう
4 . 会員増強・クラブ拡大をする覚悟をもとう
5 . ロータリーの公共イメージをアップさせよう
以上の活動を写真に撮り、報告し、地区大会アワーで発表。優秀な活動は表彰するというプラン
が出ています。それに向かって地区実行委員会は準備をしていきます。今のところ具体的な内容
はありませんが、いつもと違った地区大会を希望されています。著名人を招いて講演をしており
ましたが、若林年度は行わない可能性が高いです。当クラブの実行委員会は７～９月までに皆さ
んへご協力をお願いする形で、委員会の構成を発表、当日の運営に関わって頂きます。どうぞよ
ろしくお願い致します。

第12回定例理事会
■日

時

議事録
・７月

2021年６月２日（水）

・８日のワークショップ（Zoom）

11：15～12：00
■会

場

ホテルメトロポリタン

３階

・15:00-17:30

光

理事が参加対象

会長挨拶：本年度最後の理事会です。

・21日イニシエーションスピーチ：衣

次年度理事会との合同で開催。

笠傑会員

今月の例会も開催予定ですのでよろし
くお願い致します。
■議

３年経験未満会員と

３．新規会員
・衣笠傑氏（大和証券支店長）６月１日入会

題

１．会計報告

殘高を地区大会準備金（50万

４．退会会員
・村中秀朗会員

？）に積立

６月30日付（再度の慰留

鈴木基金の使い道⇒チェンジ

の効果なし）

オーバー＆地区大会積立金等へ

・大野克美会員

６月30日付
（事業の都合）

・王

６月30日付（福岡・カン

2 . 2021年６月・７月・８月例会スケジュー

登賢会員

ボジア転勤のため）

ル（発言は次のとおり）

５．エコバッグ寄贈

・６月

・WAKUWAKU法人へ10セット

・国際大会はビデオなので視聴して欲し

・近隣クラブへ

い

・チェンジオーバーナイト

・16日のチェンジオーバーナイト

・来年度会員増強グッズ（増強委員会）に使

会費：会員＆家族無料

用

友人5,000円／名
黙食奨励のためにイベントを用意。

東京豊島東ロータリークラブ

以上、全て全会一致で了承、承認された。

御中

特定非営利活動法人日本

ファイバーリサイクル連帯協議会 (JFSA) 理事長
依知川

守

東京豊島東ロータリークラブ様におかれましては、としま NPO 推進協議会様との協働により、当

会の衣類、バッグ、毛布などの回収を皆様に呼びかけ、集めていただき心から感謝申し上げます。

コロナ禍で、予定されていたえんがわ市が何回か中止になり大変残念でしたが、限られた回数の中

で、皆様からお届けいただいた衣類等は、パキスタンのスラムに暮らす子どもたちの学びを助ける学校
アル・カイールアカデミーの運営を支える、古着リユース事業に活用する当会のリユースの目的をしっ
かりとご理解いただいていることが伝わる内容で、重ねてお礼申し上げます。

回収いただいた衣類等の合計重量は 618．
3キログラムになりました。
当会で仕分け、選別を行ない、

一部は国内リユースに活用し、一部はパキスタンに輸出いたしました。
JFSA は年に4回パキスタンへコンテナの送り出しをして

おります。明日が送り出しの日、お写真を何枚か添付させて
いただきます。

ご報告は JFSA のフェイスブックページでも行なってお

ります。

ぜひご覧くださいませ。

https://www.facebook.com/npojfsa

■出席報告
会

員

26 名

出席算入
会員数

出席数

欠席数

出席率

23 名

13 名

13 名

56.52％

ニコニコ BOX コメント
細田会員／衣笠傑会員、ご入会心より歓迎致しま
す。前の井戸垣様同様ロータリー活動に積極的
に参加され、楽しんで下さい。

■ニコニコ BOX
第 1576 回（5 月 19 日）
4名

20,000円

佐藤
（久）
会員／本日は次年度理事メンバーとの合同
理事会でした。しっくりと今期を仕上げ次年度

2020-21 累計
104名

にバトンを引継ぎたいと思います。

839,000円

稲川会員／片岡さん、パイナップル美味しかったで
す。ありがとうございました。
＜指定ニコニコ＞
櫛田会員
（親睦家族委員会）
／片岡さんからパイナッ
プルを頂戴いたしました。家族皆んなで美味し
くごちそうになりました。ありがとうございま
す。

中国のあれこれ②

新疆の自然・風景
2021 -22米山奨学生

新疆の地形

トウ

エツカンさん

「三つの山が二つの盆地を挟む」

北部にアルタイ山脈、南部に崑崙山脈があり、天山山脈が

中部に横たわり、新疆を南北に分けています。

北部にはジュンガル盆地、南部にはタリム盆地があります。
カスナ湖
モンゴル語「麗しく豊かでかつ神秘的」という意味
です。

新疆ウイグル自治区の北西側、中国、ロシア、カザフ
スタン、モンゴル国という四国の国境あたり、アルタ
イ山脈の南側、ブルチン県の北に位置している。 総

合的自然景観がある一方、中国のモンゴル
族トゥバ人（図瓦人）たちの唯一の集落で
あり、特徴的なトゥバ民族文化が築き上げ
られています。

ウルホ魔鬼城
カラマイ市北東部のウルホ区に位置しており、面積は約10平方キロメート
ルに達しています。ウルホ魔鬼城は典型的なヤルダン地貌であり、風と流水の
共同作用により形成されたのです。魔鬼城が年中シベリアの強烈な気流にに吹
かれ、地層は風と流水により城、船、人物、動物、キノコなど様々な形に彫り
上げられました。強風が吹いている時、城内はまるで怨霊の悲鳴のような声が
するので、「魔鬼城」の名はここに由来しています。

