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1576 回例会

2021 年６月２日（水）

本日６月２日のプログラム


会場：光
理事会 11：15～12：00

（次年度理事メンバーとの合同）
例 会 12：30～13：45
司 会：森川 義基会員
『ロータリーの友』を読んで 廣内世英会員
クラブフォーラム⑤
『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

稲川一会員
『中国あれこれ①』

米山奨学生 トウエツカンさん
本日のソングリーダー

浅原

英明会員

６月２日の歌
 君が代・ロータリーソング（奉仕の理想）

次回６月９日のプログラム


例
司

会 12：30～13：45
会：森川 義基会員
クラブ協議会
2020-21年度活動報告
会長・幹事・委員長・監事
新旧委員長交代式

温泉同好会
万座温泉ホテル「日進館」へ行こう！中止のお知
らせ
■ゲスト

お

会

１年間皆出席

9日
16日
3日
3日
15日
王登賢会員

前回第1575回 [2021年５月19日] 例会報告

会

長

報

告

バーチャル国際大会のお知らせ

幹

事

報

員

24 名

【夫人・夫君の誕生日】
櫛田 由紀子夫人
今田 早苗夫人
【結婚記念日】
有我 信行・久美子ご夫妻
里見 雅行・章子ご夫妻
榊原 一久・靖子ご夫妻
年間

トウ

エツカン様

■出席報告

お祝い
6 月めの
でとうご ざ います

出席表彰

場：光

委 員 会 報 告

2021-22米山奨学生

100％

会

告

東京江戸川、本郷RC臨時休会のお知らせ

出席算入
会員数

出席数

欠席数

出席率

20 名

13 名

11 名

61.9％

■ニコニコ BOX
第 1575 回（５月 19 日）
0名

0円

2020-21 累計
100名

819,000円

第２回ホームミーティング報告
◆ＳＡＡ委員会 森川義基委員長
ロータリーの原点（基本に返ろう）について出席者の方々と話し合いさせて頂きました。コロナの関係
で、例会に出席ができずメーキャップができないので、欠席の場合でも出席扱いにする提案をさせて頂き
５月の理事会で承認されました。SAA のホームミーティングは偶然にも会長経験者の方が多く活発な意
見があり、有意義なホームミーティングになった事をご報告いたします。会員の方は以前「ロータリーの
心と原点」という本を頂いたと思いますので、再度読んで頂けると良いと思います。
◆公共イメージ向上委員会 佐藤久雄委員長
多忙な渡邊・里美両副委員長と LINE 会議にてホームミーティングを開催しました。①創立35周年記
念活動として『パキスタンに古着を送る』プロジェクトは、豊島区の NPO 法人、地域住民の方々と協力
し、ＳＤＧｓ活動に貢献出来ました。②35周年記念としてエコバック1050を作成し、300個を豊島区
に贈呈し喜ばれ、高野区長には35周年記念例会にも列席戴きました。③上記活動を Youtube や豊島新
聞に掲載されました。以上は全て我がクラブのイメージアップになったと確信します。
また④地区補助金によるひとり親家庭への制服寄贈活動は、申込に際しホームページ上で募集し、成果を
上げました。地域奉仕活動は多々あり、週報にはその都度掲載しております。
職業奉仕委員会・社会奉仕委員会・親睦家族委員会

職業奉仕委員

村上芳明会員

◆職業奉仕委員会
錦華学院職業セミナー：就職後の金銭管理のためのセミナーを依頼されていて、
井戸垣委員長の会社から教材を提供＆４月ごろの実施を計画したが、コロナ感染防止のために次年度以降
に延期
◆社会奉仕委員会
・シングルマザー世帯への高校制服贈呈：21件申込を受けて全件、審査通過して、贈呈済。３月10日か
ら４月27日の間に完了、会員11名参加（延47名）84万円支出。地区事務所へ５月上旬に一次報告の
予定⇒60万円入金後⇒完了報告の予定
・NPO フードサポート等へ参加：９月から４月まで６回、会員８名参加（延20名）
・錦華学院女子思春期セミナー：土屋会員に12月５日と１月に二回計画したが、１月はコロナのため中
止となった。
・錦華学院低学年セミナー：命の大切さ３月に計画したが、コロナのため中止となった。
◆親睦家族委員会
・クリスマス会：12月16日楽しく開催できた。
・同好会の活動を支援していきたい。当面は温泉同好会：６月26日（土）万座温泉日進館を予定：大野
克美会員がコロナで出席できないので、激励を兼ねて、沢山の会員に行って欲しい。
（料金は割引料金
となる見込み）
◆国際奉仕委員会 廣内世英委員長
ホームミーティングで国際交流ですから、日本語・中国語・英語いろいろな言葉を使って話し楽しく行
えました。昨年はコロナで交流できなかったですが、４月に台北東海ロータリークラブが26周年を迎え、
国際大会も６月に行われますので皆さん参加してください。緊急事態宣言中の出席の参加は、出席扱いに
して頂きたい。例会の食事は台北東海ＲＣ別途請求しているので、その提案も行いたい。
◆会員増強委員会 浅原英明委員長
会員増強は今の事態ですので大変難しいの一言ですが、このように例会を開いて元気に来られるという
方を連れてきていただいても良いのではないかと思っております。メイキャップも一緒に来て頂き料金も
半額に設定しておりますので、早めに来て頂き、各一名増強もお忘れないようどうぞよろしくお願い致し
ます。

◆米山奨学委員会 新倉康榮委員長
例会中止により、寄付が少なく滞っております。米山奨学金は皆さんのご寄付によって成り立っており
ますので、お願い申し上げます。今年度はトウ エツカンさんを米山奨学生として当クラブでお世話をす
ることになりますので、ご協力をお願い致します。
◆講評 渡邊裕之監事
ほとんどのクラブが休会の中、賛否両論あると思いますが、我々が考えなくてはならないのは、退会防
止の為、元気なクラブである事を公表する為に例会を開く事は意味のあることだと思います。一つはメト
ロポリタンに協力して頂き、やらない事は簡単ですが、やれる方法を模索していく事が大事な事ではない
かと思います。
クラブの活性化は、皆さん元気に出席する事が張り合いなる様な例会で、活発に活動していく事が魅力に
つながるのではないかと思います。今後皆さんで協力をして頑張っていきたいと思います。

2020 -21地区補助金プロジェクトの完了報告
１

社会奉仕副委員長 櫛田隆治
（３月10日～４月27日）に分け、当クラブ事
務局にて、会員立会いの下で行いました。

２

プロジェクト名：シングルマザー世帯の子育て
支援（高校進学時の学生服寄贈）
プロジェクトの概要
経済的に困窮しているシングルマザー17世帯及
びコロナ禍で生活が困窮している４世帯の合計
21世帯へ、子育て支援として高校進学時の制
服・運動着等を寄贈しました。
１月上旬から募集して、申込内容を審査し、経済
的に困窮している状況を申込書及び記載事項を
証明する書類で確認の上、寄贈世帯を決定した。
募集に当たっては、区内 NPO 法人から当プロ
ジェクトを紹介してもらうなどの協力を得まし
た。
高校進学時の制服は大部分が学校指定で、コロナ
感染防止の観点から宅配・代引きで購入されま
す。このことから、クラブでの購入（①）が困
難なため、制服代金を販売店へクラブが支払い
（②）又は世帯による立替え後精算（③）する、
二つの方法につい
て世帯とクラブが
協議して決めた上
で購入しました。
寄贈は４万円相当を
限 度 と し、 贈 呈 式
は世帯ごとに21回

３ 参加会員の状況
会員26名中、11名の会員が次
のイベントに参加した。
〇 NPO 法人主催のコメ + α
の食材配給（フードサポー
ト）に６回、延17名参加
〇12月20日、NPO 法人主催のクリスマスプレゼ
ント時にサンタ衣装で３名参加
〇12月14日、NPO 法人と寄贈対象世帯の抽出方
法の打ち合わせに２名参加
〇12月から１月15日、募集要領の作成、クラブ
HP 掲載について２回打ち合わせ。延８名参加
〇２月10日から３月３日、申込審査⇒内定通知、
書類確認⇒決定通知の２回作
業。延８名参加
〇３月10日から４月27日、寄贈
21世帯に対して21回贈呈式。
延べ31名がプレゼンター又は立ち会い。
４

財務報告
〇収入84万円（地区補助金：60万円 (５ /12入
金 )、クラブ拠出金：24万円）
〇支出84万円（４万円×21世帯＝84万円）

「次年度理事会メンバーによる会議」報告

日時：2021年５月26日（水）12：30～
会場：ホテルメトロポリタン25Ｆ
出席：佐藤美、榊原、櫛田、細田、有我、浅原、里見、片岡（８名）

議題：
１ 2021-22年度活動計画書作成等の準備状況説明
（１）役員・理事 （２）委員会構成 （３）SAA 担当表 （４）例会スケジュール

（５）会長方針 （６）幹事・会計・各委員会活動方針（６月２日まで事務局へ）
（７）予算書（主な項目）
２ 会費請求（寄付金を含む）の手順について
３ ７月・８月スケジュールについて
４ ７月８日 ( 木 ) 開催のワークショップ（Zoom）参加者
・入会３年未満会員（里見、片岡、王、土屋、武内の各会員）
・理事会メンバーの会員（会長、幹事、会員増強、公共 I 向上、
≪今後の日程等≫
〇５月27日（木）寄付金伺い FAX ⇒事務局への回答期限６月８日
〇６月02日（水）各委員会、次年度活動方針の提出期限
〇６月10日（木）会費・寄付金額の請求：納付期限７月末
◎６月29日（火）活動計画書印刷仕上がり⇒７月７日の第１例会で配布（２部）

■創立35周年記念事業

宅配受付先：

『パキスタンのこども教育支援』プロジェクト

豊島区池袋3-30-21

・「えんがわ市」6月13日中止


・衣替えの季節、古着や毛布を送って下さい

中国のあれこれ①

南北の地域差

2021 -22米山奨学生

マルモビル1Ｆ
としまＮＰＯ推進協議会

トウ

エツカンさん

「北方」と「南方」はどのように分けられるのか？

「秦嶺・淮河線」
（しんれい・わいがせん）
「秦嶺山脈」は陝西省の南から甘粛省にまたがっている山脈で、
「淮河」は江蘇省の北を流れる川である。
・800 mm 等降水量線である。
・この線より以北が小麦地帯、以南が稲作地帯とされている。

気候の違い
北方 乾燥 冬は寒い
北方の家に暖房が備え付けられている。
石炭を燃やして部屋を暖める公共インフラとして
集中に暖房を提供している。
南方 温度が高い 夏は蒸し暑い
南方の家に暖房が備え付けられていない
食習慣の違い
北方
・麺類 牛、羊の肉 煮込み料理が多い
・味が濃い 油っぽい 量が多い
・乳製品 お酒

南方
・白米 豚肉、魚 蒸し物が多い
・西南：辛いものをよく食べる（四川料理、湖南料理など）
・沿岸部：魚介類 薄味が多い スープをよく飲む
・お茶

「一方水土養一方人」 地域によってその土地ならではの人々が育つ
性格
北方
南方
・ストレート、率直な性格
・穏やかで、婉曲な性格
・豪快でさっぱりしている
言語 標準語：北京語
北方
・標準語に近い なまりがある
・巻き舌音や鼻音が多い
「儿（er）」発音を強調する

南方
・方言が非常に多い
・巻き舌音や鼻音をあまり区別せずフラットな感じ

