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第1567 回例会


本日のプログラム

例

会

2020 年 12 月９日（水）

会場：光

12：30～13：45

2020-21年度クラブ年次総会
第１号議案：会長ノミニー（2022-23年
度会長）承認の件
第２号議案：2021-22年度役員・理事・
委員長承認の件
第３号議案：合併準備委員会発足（池袋

次回（12月16日（水））のプログラム



会場：カシオペア

受

付

17：00～17：30

例

会

17：30～18：00

クリスマス家族会

４、豊島区観光協会より、令和３年新年賀詞交歓会
開催中止のお知らせ
５、北分区ロータリーディ開催のご案内補足

幹

RCとの）承認の件
今月のソングリーダー

井戸垣陽子会員

前回第1566回 [2020年12月２日] 例会報告

１、東京本郷RC

４、えんがわ市

員

26 名
１年間皆出席
細田会員

ロータリー米山奨学会より第16回
バギオ基金より第14回感謝状
新倉会員

報

告

例会臨時変更についてお知らせ

３、日本事務局在宅勤務のお知らせ

会

３年間皆出席
櫛田会員

事

２、ロータリー友事務所より対応について

14：00

12月お誕生日
榊原会員

18：00～19：30

12月13日（日）10：30～

池袋第二公園

にて開催

出席算入
会員数

出席数

欠席数

出席率

22 名

16 名

10 名

72.72％

■ニコニコ BOX
第 1566 回（12 月２日）
３名

13,000円

2020-21 累計
58名

504,000円

ニコニコ BOX コメント
細田会員／初めての一年の皆出席となりました。御
礼と感謝を込めて！来年も元気で続けられます
ように。

RLI 受講報告
次年度会長佐藤（美）会員
次年度幹事櫛田会員

会

長

＜指定ニコニコ＞

報

告

１、理事会報告
２、米山記念奨学会とバギオ基金より、新倉会員へ
感謝状
３、米山記念奨学会より、当クラブへ感謝状

櫛田会員（親睦家族委員会）／12月16日クリスマ
ス家族例会が開催されます。ご家族お誘いあわ
せの上、ご出席下さい。
佐藤
（美）会員（社会奉仕委員会）／ RLI 研修３回
終了いたしました。とても有意義なリーダー育
成セミナーでした。
是非来期参加してください。

クラブ協議会
クラブ運営支援委員会

佐藤美枝子委員長

来年の準備は着々と進んでおります。若い方に
も活躍して頂けるよう考えています。来年は健康
に気を付けるように健康に関するお話と、日本生
まれでない会員の母国語等を、一例会一言勉強を

委員会中間報告
国際奉仕委員会

廣内世英委員長

コロナ関係でほとんどの大会が中止になりまし
た。バギオ訪問や日台交流福岡国際大会も中止
になり、残っている2021年6月の台北国際大会
は、最終的に決まるのが来年２月になります。ま

する構想を練っております。

だ申し込みをされていない方はご連絡下さい。

SAA 委員会

親睦家族委員会

森川義基委員長

テーブル席を３か月に一回変更して、楽しい例
会にと心掛けています。お席のご要望のある方は
お知らせください。また、毎月ロータリーの友に
ついての感想発表をお願いしています。今期第２
回ホームミーティングは、１月21日～２月９日
に開催予定です。
渡邊裕之副委員長

地元の広報紙豊島新聞に掲載して頂き、少しで
も豊島東ＲＣの活動の認知度を高めてきました。
出来れば近い将来、グローバルリングのオーロラ
ビジョンに近隣クラブと一緒に広告をロータリー
の公共イメージとして出していければと考えてお
ります。
職業奉仕委員会

ます。他クラブでは中止が多い中、当クラブでは
感染防止対策を十分とってホテルにもご協力を頂
き、夜間家族例会を和やかに行いたいと思いま
す、是非ご家族お誘い合わせの上、ご参加下さい。
浅原英明委員長

コロナ禍で例会が中止するクラブも多い中、な
んとか動かして行こうという皆様の気持ちがあり
がたいです。コロナ感染が収まりましたら、まず
例会にお連れ頂く事をお願いしております。一会
員一人ご紹介をお願い致します。
米山奨学委員会

新倉康榮会員

今回クラブとしても14回目の寄付と表彰さ
井戸垣陽子委員長

活動事業資金で、木製の SDGs バッチを購入
し、全会員に配布しました。社会奉仕委員会と共
同で錦華学院に対して、12月５日に土屋会員を
講師として女性セミナ―を行い、また経済セミ
ナーを打診しています。引き続きこの案件が行え
るよう進めていきたいと考えています。
社会奉仕委員会

12月16日クリスマス家族例会のご案内を致し

会員増強委員会

公共イメージ向上委員会

櫛田隆治委員長

榊原一久委員長

本年度の活動計画として、昨年に引き続き錦華
学院への支援として、職業奉仕委員会と共同で、
女性セミナーの開催、経済セミナーや低学年向け
のセミナーも開催する予定です。地区補助金を活
用したシングルマザー世帯の子育て支援で、制服
の支給も本格的に始める段階に入っています。豊
島ワクワク子どもネットワークさんとも繋がりが
できましたので、ライスナイスプロジェクトで、
米や食料品を支給するお手伝いを10月に続き12
月５・６日にも致します。

れ、来年も米山委員長をお願いされましたが、何
も出来ませんが寄付をすることが仕事だと思って
おります。これからも頑張っていきたいと思いま
す。
次年度地区大会実行委員会

稲川一委員長

次年度2021－22年度の地区大会へ向けての
準備委員会として、地区連絡会が月一回あり、当
クラブ担当の地区大会は、開催は2022年３月２
日（水）
・３日（木）会場はホテルニューオータ
ニ芙蓉の間に決定致しました。今年度はコロナ禍
において縮小プログラムとなりましたが、次年度
はフルプログラムとなります。2022年の３月ま
では皆さん！是非健康でお願いいたします。

2020年12月２日（水）

第６回定例理事会

１．会長挨拶：コロナ感染防止に努めて参りましょ
う。
２．会計報告：了承
３．12月・2021.１月・２月のスケジュール：了
承
４．本日の例会打合せ（各委員会発表確認）
①社会奉仕
－12.5(土)金華学院 女性セミナー
－12.5(土) ６ (日) ライス！ナイス！ＰＴ
②えんがわ市－12.13(日)
５．2022-23年度会長ノミニーとして、榊原一久
会員承認の件：承認
６．池袋ＲＣとの合併の件
①経過報告←了承了解された。
大家池袋ＲＣ会長よりご連絡－委員会発足は理
事会・臨時総会共に承認された。
名称は合併検討委員会、発足は12月理事会
(12/３)後、メンバーは現会長を含めその他は
2021. １月理事会で決定。
双方の顔合わせ会合は2021年１月以降ではと
のことだった。
②当クラブの対応として年次総会に於いて、合併
準備委員会の承認（11月理事会で承認済み）
メンバーは、11月理事会で会長一任承認済み
のため、大家池袋ＲＣ会長と打ち合わせ後決
定し、池袋ＲＣと協調して行動する。
7 . 2020-21年度年次総会について：了承
日時：2020年12月９日(水)
会場：第1567回例会
議題 第１号議案：会長ノミニー(2022-23年
度会長)承認の件
第２号議案：2021-22年度役員・理
事・委員長承認の件

議事録

第３号議案：合併準備委員会発足(池袋
ＲＣとの)承認の件
８．クリスマス家族例会(2020.12.16)：了承
出演：鈴木純子さん、片岡静香会員
食事中に２分程度の会員スピーチを盛り込む
９．ＲＣ公式ロゴ旗－ 製作費33,000円：了承
10．35周年記念エコバック、試作品提示・概算費用
：予算30万円で了承され、試作品提示は９日
の例会を予定。
11．特別会員に関する規定について
：原則１年としていたが、特別会員年数の長い
方もあり、個別事情に配慮しながらも検討す
ることとした。
12．2021-22年度スケジュールについて：了承
①次年度ガバナー訪問日を当クラブクリスマス
会(2021.12.22)に予定－佐藤次期会長が要
請済み
②12/９例会終了後2021-22年度役員理事委
員長の顔合わせ会開催予定
13．その他
〇次年度地区大会（2022/３/2.3）の会場が
ニューオータニ芙蓉の間に決定
〇国際大会(2021/６/12～)開催か否かの判断
が20221年２月に延期

第１回思春期セミナー報告（社会奉仕・職業奉仕共同活動）
日
講

時：12月５日 14時～15時30分
師：土屋会員／参加：片岡会員 井戸垣会員
金華学院出席者：高校２年生２名・若手教員３名（先生より、未出席者
へ個別にご指導頂けるとのことです）
事前準備（お菓子・飲み物用意）
：榊原社会奉仕委員長
セミナーは土屋先生の自己紹介、産婦人科の仕事内容から始まり、前半40分程度講義の後、約15分程
度、持参したお菓子とお茶を頂きながら、質問タイムを取りました。
講義内容に妊娠出産の説明があったこともあり、双子はどうして産まれるのか？一卵性双生児、多胎児
の産まれるケースについて、また、女性の取り入れた方が良いサプリメントや月経の質問が出ました。質
問タイムの後、後半の講義が行われ、１時間半のセミナーは終了しました。終始、和やかな雰囲気で講義
が行われました。
第２回は１月23日 ( 土 ) 14時からの開催に決まりました。次回は前半講義、後半は質疑応答形式で行
う予定の為、参加者には聞きたいことがあれば質問内容を考えておいてもらうように依頼しました。

（記：井戸垣陽子）

叙勲のお祝い会を終えて
櫛田隆治会員の瑞宝小授章
2020年春に叙勲された櫛田会員の祝賀会が、2020年
12月２日水曜日18時30分より、メトロポリタンホテル
25階ポラリスにおいて開催されました。
今年のコロナ禍順延となっておりましたが、感染防御の
徹底と自己判断の元、14名の参加者で行われました。
司会は、幹事役も兼任された弁舌さわやかな有我パスト
会長、浅原会員の開会とお祝いの挨拶から始まり、新倉会
員の乾杯の挨拶、お祝いの花束と記念品贈呈を、井戸垣職業奉仕委員長から行いました。記念品
は、奥様由紀子さまのおすすめのウオーキングシューズです。
次に櫛田会員からお礼のスピーチをいただきました。18歳で北海道から上京され、税務大学
に入学、様々な役職を経てｅＴＡＸの基本プログラムの基礎を築いた事、群馬県富岡市や豊島区
税務署長になり、退職後会計事務所をおこし当クラブの会員になられたこと等詳しくお話があり
ました。
会員全員のスピーチということで、皆さんお祝いを述べました。
里見会員のご厚意で、メトロポリタンホテルの美味しいフルコースに舌鼓をうちながらお話を
聞いているとアッという間に20時となりました。
閉会の言葉は、稲川地区大会実行委員長からでした。
なんと豊島区税務署長時代から面識があり、なんと優良法人賞を櫛田税務署長か
ら戴いたことがあり、その時の櫛田会員の印象は、怖い堅い税務署長とは思え
ない、やさしい方だったと。
最後は手に手とらずに、手に手を歌ってお開きとなりました。
櫛田隆治さま由紀子夫人、本当におめでとうございました。


（佐藤美枝子

記）

