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

第1572 回例会
本日のプログラム


例

会

司

会：今田

卓

話：「当日のお楽しみ」

2021 年４月 14 日（水）

会場：光

12：30～13：45
拓男会員



次回４月21日のプログラム

会場：光

例

会

12：30～13：45

司

会：今田

卓

話：「私の携わった建築物」

卓話者：古今亭菊之丞師匠
紹介者：佐藤

art & architecture

久雄会員

臨時総会
本日のソングリーダー

片岡

拓男会員

静香会員

卓話者：後藤

昭弘氏

建築家

紹介者：佐藤

美枝子会員

前回第1571回 [2021年４月７日] 例会報告

４月14日の歌

花・ロータリーソング(我らの生業)
■卓話者紹介
古今亭菊之丞プロフィール
４月お誕生日

細田会員

22年間皆出席

２年間皆出席

稲川会員

佐藤（久）会員

■ゲスト
2018-19年度青少年交換派遣学生


砂川

■ビジター
浦添ロータリークラブ


田中久光会長様
田中会長よりはお土産品に
特製ちんすこうを頂きまし
た。デザートとして皆さん
で食べました。

丞様

会

長

報

■ニコニコ BOX

告

第 1571 回（４月７日）

１、理事会報告

８名

２、臨時総会について

幹

事

報

２、東京神田RCより2021年７月から、当クラブ
の例会場、例会日変更のお知らせ
３、ロータリー文庫より時間を短縮して営業再開の
お知らせ

んにやっとメーキャップにこれました。よろし
くお願い申し上げます。
細田会員／誕生日お祝いして頂き、ありがとうござ
いました。
佐藤（久）会員／春らんまんの４月第1回例会、コ
ロナに負けない体力作りを皆さんで維持し続け

４、ロータリーの友事務所より、４月の友事務所運
営は、３月中と同様に対策を継続

ましょう。２年間皆勤できましたー！！
稲川会員／本日・明日と今年度の地区大会が開催さ
れます。来年度の地区大会まで一年を切ってい

委 員 会 報 告

ます。
皆さんのご協力をよろしくお願いします。

櫛田会員
21 名申し込み有。審査

渡邊会員／浦添 RC 田中会長ようこそいらっしゃ
いました。有難うございます。砂川君卓話有難

基準に合致しましたので、
贈呈決定通知郵送。順次、

うございます。結婚記念日も含めて有難うござ

事務局にて贈呈。16 世帯終了。あと５世帯ござい
ますので、プレゼンターをお待ちしております。
■出席報告
会

員

25 名

737,000円

浦添 RC 田中会長様／友好クラブの東京豊島東さ

東・東京ベイRCより臨時休会のお知らせ

・制服寄贈プログラム

79名

ニコニコ BOX コメント

告

１、東京城東・北・本郷・上野・江戸川中央・葛飾

社会奉仕委員会

50,000円

2020-21 累計

います。
新倉会員／夫婦仲よく暮らしてます。
井戸垣会員／今まで大変お世話になりました。

出席算入
会員数

出席数

欠席数

出席率

21 名

18 名

7名

85.71％

友好クラブ

＜指定ニコニコ＞
櫛田会員（親睦家族委員会）／親睦活動をよろしく

浦添ロータリークラブ

お願い申し上げます。

田中久光会長との写真

第1571回例会

卓

湖を作るという「メイク・オブ・ラブ・プロジェク

話

ト」がありまして、タイの雨があまり降らない地域
に人口湖を作って灌漑農業が出来るようにしようと

2019年青少年交換留学帰国報告

2018-19年度青少年交換派遣学生 砂川 丞君
帰国して早一年が経ちま

言うものでした。その支援に参加させて頂きまし

した。帰国後すぐにご報告

ティーマラソンンやツアーに参加したり、ここでは

に伺いたかったのですが、

話せないぐらい沢山の経験をしました。最後になり

コロナにより伺うことが出

ますが、ご支援、ご協力して頂き本当にありがとう

来ず残念ながら本日に至っ

ございました。

て、非常にいい経験が出来ました。あとはチャリ

てしまいました。３月26

Bangkok

Udon Thani Province

日空港が完全封鎖になり、
外交官など帰ることが必要な人しか帰れなくなって

紹介者

渡邊会員

しまったので予定通りだったら帰国できなかったか

砂川君ありがとうございました。青少年交換を

もしれません。父には感謝しています。タイのロー

やってきて感じる事は、日本の親善大使という事な

タリーについてですが、タイのロータリーは４地区

ので、選考されて出発前に各イベントに参加して日

しかなく国土の面積が広いと富裕層が極端に集まっ

本を伝える役割を担って旅立って行きます。もちろ

てしまう社会なので、地区は相当広いです。一つの

ん楽しい事だけではなく、つらい事もたくさんあ

地区に土日で行ったのですが、住んでいる所から

り、帰国後は一回りも二回りも大きくなって帰って

車で10時間かけて山岳地帯のクラブへ行くことが

来ます。砂川君も本当に成長されたと感じる事がで

出来ました。大きなニュースになるぐらい、タイ政

きました。

府とラオスのロータリーが資本を出資して、人工の

第10回定例理事会
■日
■会

時
場

議事録

2021年４月７日（水）

・場

所：例会場

11：15～12：20

・出

席：細田会長・佐藤幹事・吉田会計・

ホテルメトロポリタン

４階

櫛田会計代行・渡邊監事／事務局

桜

員

会長挨拶：35周年記念例会が開催で
き楽しく戻りある会となり、皆様に感

１．制服贈呈の件―社会奉仕委員会：21名贈

題

呈決定、16名贈呈済、本日２名贈呈予定

１．会計報告：承認
2 . 2021年４月・５月・６月例会スケジュール
・５月19日例会開催(５クラブ合同例会中止
・６月16日チェンジオーバーナイト(国際大

度の計画日程・予算概要説明、例会での説明

３．臨時総会開催の件
時：2021年４月14日(水)13：45～
例会終了後
場：ホテルメトロポリタン

■その他
１．次年度活動方針：佐藤会長エレクト―次年

会バーチャル方式への変更により)

３階

光

４．中間監査の件
・日

３．第２回－４/22から５/11の間、コロナに
注意して開催

により)

・会

２．退会―井戸垣陽子会員、転勤のため：後任
者(ロータリアン)が引き継いで例会出席可能

・２回ホームミーティング３万円／委員会

・日

査：７月から12月(半期分)

■報告事項

謝致します。
■議

・監

時：2021年５月12日(水)例会終了後

は後日。

■2020 -21年度国際ロータリー第2580地区

地

区

大

会

日

時：2021年４月７日（水）
・８日（木）

会

場：ホテルニューオータニ東京大会

ガバナー：野生司義光氏
地区大会ホストクラブ：東京浅草中央ロータリークラブ会長

岩田

幸一氏

地 区 大 会 実 行 委 員 長 ：東京浅草中央ロータリークラブ

藤掛

靖元氏

大会第１日

大会第２日

国際ロータリー会長代理歓迎晩餐会

本会議

日

時：４月７日（水）18：00～20：00

日

時：４月８日（木）12：00～18：00

会

場：鶴の間

会

場：鶴の間

本年度の地区大会は、万全の感染症対策の

翌８日開催の本会議参加者は、各クラブ会員

下、参加者を制限し、プログラムは「国際ロー

数の約15％。我がクラブは稲川・細田・佐藤

タリー会長代理歓迎晩餐会」と「本会議」の二

に加え、佐藤次年度会長、櫛田次年度幹事（前

つに絞られての開催でした。

川ＰＧ欠席）の５名。

４月 ７日 の 晩 餐 会 参 加 者 は、 パ ス ト ガ バ

国歌・台湾国歌・ロータリーソング「奉仕の

ナー・会長幹事。我がクラブは次年度ホストク

理想」演奏に続き、29名の物故会員に対し黙

ラブの為、稲川一次年度実行委員長・細田会長・

祷を捧げました。

佐藤幹事（前川ＰＧ欠席）の３名。谷一文子地
区幹事の司会により開演。

藤掛実行委員長の「開会のことば」
、岩田ホ
ストクラブ会長の「歓迎のことば」
、野生司ガ

辰野克彦国際ロータリー会長代理のご挨拶の

バナーの「ガバナー挨拶及び地区の現況報告」

後、直径２ｍの丸テーブルに５名、大きなアク

に続き、辰野克彦国際ロータリー会長代理の

リル板の間仕切りを設置されてのフランス料理

「国際ロータリー会長メッセージ並びに国際

を美味しく頂きながら、アトラクションはガバ

ロータリーの現況報告」がありました。

ナー令夫人 - 花柳奈々寿美・花柳寿楽の大和楽
「江戸風流」
、湯島天満宮白梅太鼓による演奏
を楽しみました。

休憩を挟んで、16時より、小池百合子東京
都知事の記念講演がありました。
最後に、佐藤美枝子会長エレクトが、次年度
地区大会ホストクラブ代表として「次年度は全
員参加を目指して、稲川一実行委員長の下、一
人一人のパワーを結集して、元気で有意義な大
会を！」
と力強く挨拶して

野生司ガバナー

小池百合子都知事

閉会となりました。

野生司ガバナー令夫人

千玄室様と

佐藤美枝子会長エレクト

