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1605 回例会 2022 年４月 13 日（水）
東京池袋ロータリークラブとの合同例会（豊島東主催）
本日のプログラム

例 会
卓 話

卓話者

紹介者

12：30～13：45
「人生100年時代の
働く男女の健康を守るために」
対馬ルリ子様
対馬ルリ子 女性ライフクリニック理事長
佐藤美枝子会員

次回４月20日のプログラム

例 会 12：30～13：45
クラブフォーラム

前回第1604回[2022年４月６日]

有我 信行会員
君が代・ロータリーソング

ソングリーダー

会
１

長

報

告

３／26献血奉仕に石塚会員ご夫妻が参加！感
謝します！

２

ウクライナ支援が再度求められています。

３

米山奨学会から賛助会員の募集が来ております。

４

東京池袋西RCなどの創立50周年記念式典の
案内有り。

幹

事

報

告

１

近隣クラブなどからコロナ対策のお知らせ有り。

２

コロナ抗体検査キットは注意事項を守ってご使
用ください。

３

食事のメニューについて、ご希望をお知らせく
ださい。

委 員 会 報 告
社会奉仕委員会

有我委員長

武内会員のご尽力で、東京都鍼灸師会よりフェ
イスシールドを豊島子どもWAKUWAKUネット

ワークへ600セット・錦華学院へ100セット寄贈。
国際奉仕委員会

廣内委員長

台北東海ロータリークラブ27周年は参加不可。
５月６日日台ロータリー親善会議は、リアル会
議・ZOOM会議で参加を。
B級ゴルフ同好会
３月30日小川CCにて８名で。ニコニコ致します。
■ビジター
東京池袋ロータリークラブ

小泉博明様

東京池袋ロータリークラブ

石川宜司様

東京江北ロータリークラブ

追分義郎様

東京江北ロータリークラブ

芝

第10回定例理事会

久雄様

議事録

■開催日時
2022年４月６日（水）11：15～12：00
■開催会場 例会場
■議 題
１．会長挨拶：コロナ感染防止に務めて例会を開
催
女性月間にふさわしい卓話が合同例会で有り
２．会計報告:承認
3 ．４月・５月・６月のスケジュール：承認
４．ウクライナ支援金(再度)：
・例会冒頭に支援ビデオ視聴(３分)
・１回目と同様に２回目も＠１万＋αの送金を
承認
５．地区大会：経費のクラブ負担を承認
６．池袋RCとの合併：４月20日の臨時総会で説
明予定
７．チェンジオーバーナイト：
・会費無料：家族参加で承認
・退会者(事務局含む)招待（2012.7～退会）
家族参加で承認
８．その他
（１）台北東海RC４/27の26周年記念Zoom
（２）日 台 福 岡 ： 地 区 委 員 は 面 接 、 会 員 は
Zoom

■次年度会長方針
■次年度会長方針
東京池袋ロータリークラブ

小泉博明様

東京池袋ロータリークラブ

小泉

博明様

東京池袋豊島東ロータリークラブ・ビジョン �
東京池袋豊島東ロータリークラブ・ビジョン
颯爽たる未来圏に生きるこどもたちへ
颯爽たる未来圏に生きるこどもたちへ
（Rotary（Rotary
Future） Future）

池袋 ふくろう鳴く街 知恵の森（
『ロータリーの友』
「柳壇」平成29年２月号掲載）
池袋 ふくろう鳴く街 豊島区池袋の街のシンボルはフクロウ（梟）である。哲学者ヘーゲルは「ミネル
知恵の森（『ロータリーの友』
「柳壇」平成 29 年 2 月
ヴァの梟は迫りくる黄昏に飛翔する」
（
『法の哲学』序文）という。ローマ神話の女
号掲載）
神ミネルヴァは、医学、工芸、知恵などを司る神である。この女神の聖なる鳥が梟
豊島区池袋の街のシンボルはフクロウ（梟）である。哲学者ヘーゲルは「ミネルヴァ
であり、知恵の象徴である。一つの時代や文明が終わる黄昏になると、ミネルヴァ
は梟を飛ばした。これまでの時代がどういう世界であり、どうして終わったのか、
の梟は迫りくる黄昏に飛翔する」
（『法の哲学』序文）という。ローマ神話の女神ミネ
梟の大きな目で鳥瞰し総括し、次の時代へ備えたのである。
ルヴァは、医学、工芸、知恵などを司る神である。この女神の聖なる鳥が梟であり、
このように梟が飛翔しようとする状況下で、
「東京池袋ロータリークラブ」と「東
知恵の象徴である。一つの時代や文明が終わる黄昏になると、ミネルヴァは梟を飛ば
京豊島東ロータリークラブ」が合併し、新たに「東京池袋豊島東ロータリークラブ」が産声をあげた。東京池
した。これまでの時代がどういう世界であり、どうして終わったのか、梟の大きな目
袋ロータリークラブは、2019年に創立60周年を迎え、東京豊島東ロータリークラブは、2020年に35周年
を迎えた。両クラブのこれまでの諸先輩が築いた伝統を継承し、豊島区池袋から次の時代に向けて梟が天空に
で鳥瞰し総括し、次の時代へ備えたのである。
飛翔するのである。決して白紙の状態からの門出ではない。伝統ある両クラブの不易を継承し、流行を構想し
このように梟が飛翔しようとする状況下で、
「東京池袋ロータリークラブ」と「東京
ていきたい。さらなる相乗効果を発揮し、化学反応と地殻変動を起こし、豊島区池袋から世界に向けて発信す
豊島東ロータリークラブ」が合併し、新たに「東京池袋豊島東ロータリークラブ」が
るロータリークラブが発足したのである。
一つには、クラブの活動を通じて、どこかで誰かのために奉仕をするだけではなく、自らを錬磨し、自己実
産声をあげた。東京池袋ロータリークラブは、2019
年に創立 60 周年を迎え、東京豊
現を図り、豊かな人生へと繋がることとしたい。普遍的なるロータリー精神を一人ひとりが胸に刻み共有し、
島東ロータリークラブは、2020 年に 35 周年を迎えた。両クラブのこれまでの諸先輩
いつも感謝と笑顔を忘れずに、会員相互の親睦
（fellowship）
と奉仕
（service）
の両輪を前進させるのである。
が築いた伝統を継承し、豊島区池袋から次の時代に向けて梟が天空に飛翔するのであ
二つには、包摂性のある共生社会の実現、多様性の社会の実現に向けて、これまでのロータリークラブの蓄
る。決して白紙の状態からの門出ではない。伝統ある両クラブの不易を継承し、流行
積した潜在的なマンパワーを駆使し、支援と協力をしていく。また、未来に待ち受ける Society 5 . 0、カー
ボンニュートラルに向けて、こどもたちに SDGs 教育、グローバル教育、情報教育などの充実が求められて
を構想していきたい。さらなる相乗効果を発揮し、化学反応と地殻変動を起こし、豊
いる。そのためには、地域のこどもたちに寄り添う「ロータリーふくろうプロジェクト」を提唱することで、
島区池袋から世界に向けて発信するロータリークラブが発足したのである。
衛星クラブ、ローターアクトクラブと連携し、その実現に向けて支援をする。こどもたちが、困難を解決し、
一つには、クラブの活動を通じて、どこかで誰かのために奉仕をするだけではなく、
豊かな人間関係を構築することができるような回復力を身に付けて、健やかに、たくましく、しなやかに成長
自らを錬磨し、自己実現を図り、豊かな人生へと繋がることとしたい。普遍的なるロ
できるように、決して前のめりになることなく、側に寄り添い、後押しをしていきたい。
三つには、会員一人ひとりがロータリアンとしての自覚と高潔なる倫理性を発揮し、さらに志を高くし、
ータリー精神を一人ひとりが胸に刻み共有し、いつも感謝と笑顔を忘れずに、会員相
ロータリーの隆盛と発展に寄与していくことである。サンシャインビルを眺望すれば、すでに逆風に向かい梟
が飛翔し見守っているのである。
■出席報告
会

員

24 名

出席算入
会員数
22 名

出席数

欠席数

出席率

19 名

5名

86.36％

■ニコニコ BOX
第1604回（４月６日）
20名

116,000円

2021-22 累計
109名

632,500円

ニコニコ BOX コメント
東京池袋ロータリークラブ 小泉博明様・石川宜司
様／東京池袋豊島東ロータリークラブをよろし
くお願い申し上げます。
有我会員／前川様 素晴らしい高著ありがとうござ
いました。
塩崎会員／結婚70年を迎えました。よく無事で来
られたものと皆様の御後援・家内の努力に感謝

しています。
浅原・時友・石塚会員・池田様／３月30日にB級
ゴルフ同好会を開催致しました。上記一同でニ
コニコ致します。
佐藤(美)会員・櫛田会員・稲川会員・渡邊会員・細
田会員・有我会員・吉田会員・片岡会員・王会
員／ウクライナへ！
＜指定ニコニコ＞
佐藤(美)会員（社会奉仕委員会）／前川会員から、
書き下ろし書籍いただきました。自宅待機の身
で活動なさっていることにニコニコ致します。
櫛田会員（職業奉仕委員会）／前川さんよりご本を
頂戴いたしました。感謝致します。
佐藤(久)会員（公共イメージ向上委員会）／桜花爛
漫の季節を向かえ、又蔓防も解除になりまし
た。楽しい例会にどんどん参加しましょう。

