第2580地区 東 京 豊島東ロータリークラブ
2021～2022 年度会長方針 「奉仕しよう、みんなの人生を豊かにするために。そして もっと元気なクラブになろう。
」
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第1611 回例会報告
本日のプログラム

例 会 12：30～13：45
クラブフォーラム
次年度活動計画 各委員長（副委員長）
イニシエーションスピーチ 石塚会員

次回６月22日のプログラム

チェンジオーバーナイト
登 録 17：00～
例 会 17：30～20：00

2022 年６月 15 日（水）
たって、会員皆様の協力と支援！
４

新入会員に横山晴夫さんが練馬西RCから転

入！
５

片岡静香会員が、東京白金RCへ移籍！

６

時友雅行会員が体調不良のため退会！

７

６／22のチェンジオーバーナイトに先輩会員

を招待！是非楽しいひと時を！
６

今月をもって、クラブ会計を清算します。
その内容について理事会で承認されました。詳細

は事務局で確認！
７

基金の残額200万円をNPO法人豊島子ども

WAKUWAKUへの寄付します。
鈴木先輩の名前を冠し、法人のインフラ構築資金
に利用する旨の条件を付します。

幹
１

事

報

告

次年度会長小泉博明会員が名取に昇進！（掲示
あり）

浅原会員

ポールハリスフェロー＋3を賞与

２ バギオ基金への寄付金の感謝状が届きました。

前回第1610回[2022年６月１日]

森川 義基会員
君が代・ロータリーソング

ソングリーダー

会
１

長

報

告

コロナ感染状況が下火になって来ましたが、引
き続き感染防止を徹底して、例会を開催！

２

地区大会では前日から当日の遅くまで、稲川委
員長指導の下、会員全員が一致団結して対応した

委 員 会 報 告
公共イメージ向上委員会

里見雅行委員長

現在合併後のHPを作成中です。名簿はパスワー
ドをかけて掲載予定。新しいメールアドレスを作
成済、合併前のアドレスからも自動転送予定。
青少年奉仕委員会

廣内世英委員長

８月から青少年交換留学生を受け入れます。カウ
ンセラーは佐藤(美)会員です。
■ビジター

ので、無事ホストクラブの務めを果たすことが出

RI第2580地区 北分区ガバナー補佐 星亀

賢一様

来ました。会員皆様のご尽力に心より感謝！

RI第2580地区 北分区分区幹事 山下聡一郎様

青少年交換学生として米国からIsabella

東京池袋ロータリークラブ 次年度会長 小泉

博明様

MARINさんが来日！ホストカウンセラーは、佐

東京池袋ロータリークラブ 次年度幹事 石川

宜司様

藤美枝子会員が担当。交換留学生の受入れに当

東京池袋ロータリークラブ パストガバナー 鈴木

孝雄様

３

「私から○○お話を一言」

■クラブフォーラム
榊原

一久会員

鈴木利貞さんについてお話します。豊島東 RC にある鈴木基金は、鈴木さんが作られたものです。鈴木さ
んは以前池袋 RC に所属されており、豊島東 RC を作られたような方です。私が入会した後にご縁があって、
お亡くなりになられる７年ぐらい前に千葉の佐倉ゆうゆうの里に入られてから、月に一回ご機嫌伺いに行って
いました。６月の初めで亡くなられて７年経ちました。鈴木さんをよくご存知の方も、お名前しかわからない
方もいらっしゃると思いますが、日中戦争から始まり、水中に着水出来る飛行機に乗って戦地に行かれ、川に
入った時チフスか何かに感染して日本に戻られ、その後飛行機乗りを養成する学校で教えて終戦を迎えたとい
うお話をされていたのを思い出します。
佐藤美枝子会員
第三の人生についてお話したいと思います。第一は18年間ぐらい、第二は結婚、出産など、第三は現在の
私の人生です。子供も独立していますので、第三の人生はとにかく楽しみたい！楽しい事はなんでもやっちゃ
いたい！がモットーです。
「席が空いたら手を挙げる」というロータリーアンの言葉があったのですが、なか
なかロータリーでは手を挙げられない状況ではあります。ただ今回青少年交換留学生のカウンセラーに手をあ
げました。入ったからには楽しんでやらない意味がないと「人生87年 元気なうちは楽しくやりたい」。どう
したらロータリーで楽しくなるのかを自分なりに一生懸命考えて、B 級ゴルフ同好会を立ち上げたこと、やっ
ていない事も経験しました。私の中で最近やりたいことは日本舞踊で、実は２月から習っており、新しいクラ
ブになりましてちょっと自信がつきましたら、ぜひ皆様の前で披露したいと思います。

「ロータリーの友」

榊原会員

おすすめの記事を紹介します。隙間時間に
読んでみて下さい！
１．2021 -22年度地区大会報告

Ｐ30

２．感謝

Ｐ31

ニコニコ BOX コメント
RI第2580地区

北分区ガバナー補佐 星亀賢一様

RI第2580地区

北分区分区幹事

山下聡一郎様

年度末のご挨拶に伺いました。ご協力をありがと
うございました。今後ともよろしくお願い致します。
浅原会員／ポールハリスフェロー金バッチいただき
ました。ニコニコです。
片岡会員／今日は最後の委員長例会。いろいろ勉強

■次年度活動計画

小泉博明次年度会長

石川宜司次年度幹事

次年度東京池袋ロータリークラブとの合併に伴
い、小泉次年度会長(池袋RC)より次年度活動計画
が発表されました。

24 名

出席数

欠席数

出席率

13 名

11 名

79.16％

佐藤（美）会員（親睦家族委員会）／地区大会、皆様

第1608回（５月18日）
40,000円

櫛田会員（社会奉仕委員会）／６月18日（土）・
19日（日）にWAKUWAKU

NPO法人主催

のフードサポートがあります。皆様のご参加を
お願い申し上げます。

■ニコニコ BOX
7名

＜指定ニコニコ＞

けてニコニコです。
出席算入
会員数
19 名

員

れ様でした。

本当に有難うございました。次年度の合併に向

■出席報告
会

しました。感謝の言葉たくさんあります。お疲

有我会員（社会奉仕委員会）／結婚記念日お祝いた
2021-22 累計
126名

735,500円

だきありがとうございます！これで１年間円満
に過ごせそうです。

ホストクラブとして地区大会を成功させる
地区大会アワード職業奉仕部門を受賞！

地区大会アワード
職業奉仕部門を受賞

■地区大会開催

2021-22年度国際ロータリー第2580地区の地区大会が５月31日にホテルニュー
オータニで開催され、稲川一実行委員長のもと東京豊島東ＲＣがホストクラブとなっ
て、全会員の協力で大会を成功させることができました。念入りな事前準備を行い、当
日は会長・幹事会の受付から始まって各会場の案内、運営補助など多くの役割を果たし

ました。また、午後の本会議で渡邊裕之会員が共同司会、会長幹事晩餐会で有我信行会員が司会を務め、円滑
な進行に貢献しました。
本会議では地区大会アワードの職業奉仕部門を当クラブが受賞し、若林英博ガバナーから佐藤美枝子会長に
バナーが手渡されました。さらに当クラブはロータリー財団に対する2020-21年度年次基金への一人当たり
寄付額上位３クラブの第２位となり、会長幹事晩餐会の場で表彰を受けました。
若林ガバナーからは大会が大成功だったという話があり、当クラブに対してもねぎらいの言葉をいただきま
した。

若林ガバナー朝の挨拶

受付

受付に立ち寄る千玄室RI会長代理

若林ガバナー晩餐会にて

渡邊会員司会お疲れ様でした！

千玄室様

有我会員司会お疲れ様でした！

稲川実行委員長
本当に本当にお疲れ様でした！

佐藤美枝子会長が紹介されました

RI会長代理

2020-21年度年次基金への
一人当たり寄付額
上位３クラブへの表彰

皆様ご協力ありがとうございました。

第12回定例理事会
■開催日時

2022年６月１日（水）11：15～12：00

■開催会場
■議

題

例会場

１．会長挨拶：地区大会２日間のご尽力に感謝！
クラブ会計の清算内容は、会計報告のとおり。

な受け入れになるよう各会員の協力と支援(土
日の受入れ等)をお願いします。：承認

５．池袋RCとの合併の検討状況：RIへの手続き
順調、繰越基金が決定。

新HP掲載内容：週報(個人情報除く)と名簿

（PWで会員のみ閲覧）：承認

NPO法人への寄付を含めて理事皆様の承認を

６．クラブ基金の繰越及びNPO法人への寄付：

２．会計報告：月次報告と年度報告を含む清算内

７．新入会員：横山晴夫様(練馬西RC から移

３．6－８月のスケジュール（７－８月を含

８．退会会員：片岡静香会員東京白金RCへ移

４．22－23年度青少年交換受け入れ：Isabella

９．その他：クラブ旗の刺繍直し：承認、池袋事

お願いします。

容（６月収支は会長一任）：承認
む）：承認

MARINさん（米国）

クラブカウンセラーに佐藤美枝子会員、有意義

B 級ゴルフ同好会
６月５日（日）第４回 B 級ゴルフコンペを
平成倶楽部鉢形城コース参加者10名で行い
ました。
青空のもと、楽しくプレーできました。

承認（詳細は事務局へ）
籍)：承認⇒会員へ周知

籍、時友雅行会員体調不良：承認
務局引越：６/23

