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1571 回例会
本日のプログラム



2021 年 4 月 7 日（水）

会場：桜

理事会 11：15～12：00
例 会 12：30～13：45
司 会：今田 拓男会員
卓 話：『2019年青少年交換留学帰国報告』
卓話者：2018-19年度青少年交換派遣学生

砂川 丞君

本日のソングリーダー

片岡

静香会員

本日のソング 君が代

ロータリーソング（奉仕の理想）
年間

100％
出席表彰

31年間皆出席
22年間皆出席
2年間皆出席

前川 昭一会員
稲川
一会員
佐藤 久雄会員

お祝い
4 月での
とうご ざ いま
おめ

す

【会員の誕生日】
細田 新子会員
【夫人の誕生日】
村上 靖子夫人
【結婚記念日】
浅原 英明・洋子ご夫妻
渡邊 裕之・孝子ご夫妻
塩崎
亨・澄子ご夫妻
新倉 康榮・美代ご夫妻

16日
25日
4日
8日
15日
29日

前回第1570回 [2021年4月7日]

創立35周年記念家族例会

■ゲスト
豊島区 区長
高野 之夫様
大和証券㈱ 金融市場調査部 担当部長 今泉 光雄様
豊島新聞 社長
阿部 祐治様
浅原会員令夫人
浅原 洋子様
稲川会員令夫人
稲川 早苗様
細田会員同夫君
細田 悌冶様
細田会員ご友人
有正百合子様

次回4月14日のプログラム


受 付 17：00～17：30
例 会 17：30～18：00
司 会：今田 拓男会員
卓話者：古今亭菊之丞師匠
紹介者：佐藤 久雄会員
王会員令夫人
佐藤（美）会員ご家族

会

長

会場：光

王 久仁子様
池田 裕二様

報

告

１、パストガバナー前川会員・塩崎会員よりメッ
セージ（３頁記載）
２、2020-21年度地区大会 WEB 配信のお知ら
せ（掲示あり）
３、東京 RC より、ホームページのトップ画面「東
京ロータリークラブ創立100周年記念」のご案
内掲載

幹

事

報

告

東京ベイRCより臨時休会のお知らせ

委 員 会 報 告
社会奉仕委員会櫛田会員・制服寄贈プログラム
21 名申し込み有。審査基準に合致しましたので、
贈呈決定通知郵送。順次、事務局にて贈呈。プレゼ
ンターをお待ちしております。
■次年度会長
佐藤美枝子会長エレクト
・３月 31 日（水）次年度理事会メンバー会議中止
のお知らせ ついてはメールにて送付致します。
４月に理事会及び例会でお知らせ致します。
・地区研修協会参加のお願い
会

員

26 名

出席算入
会員数

出席数

欠席数

出席率

23 名

13 名

13 名

57％

東京豊島東ロータリークラブ
創立35周年記念家族例会
会

場：ホテルメトロポリタン池袋

日

時：2021年３月17日（水）
例

会

17：00〜17：30

卓

話

17：30〜18：15

食

事

18：15〜19：30

会

ゲスト・ビジター紹介
ロータリーソング



（それでこそロータリー）
・花

会長・幹事・委員会報告
祝
贈

卓

話

紹
演

辞
呈

介

高野之夫豊島区長
コロナ義援金
記念切手

「日本のロータリー百周年」
井戸垣陽子会員

題 『2021年米景気回復を楽しむ！

卓話者
食事会

株式上昇を楽しむ！

そして、為替相場も楽しむ！』
今泉光雄氏

蔡鴻賢

国際委員長

莊月清

幹事

林育德

光

式次第

開会点鐘
例

３階

台北東海ロータリークラブ会長

大和証券㈱金融市場調査部担当部長

祝

辞

東京豊島東ロータリークラブ細田会長そして会
員の皆様、この度は創立35周年を迎えられ、誠に
おめでとうございます。台北東海ロータリークラ
ブを代表して、心よりお祝い申し上げます。
東京豊島東ロータリークラブは、台北東海ロー
タリークラブにとりまして、海外で初めて締結さ
れた大切な友好クラブです。1996年2月21日に締
結されてから丁度25年が経ちました。この25年
間、相互訪問をはじめ、親睦会や奉仕活動などを
共に行い、互いの友好関係を深めてきました。
これまで互いの歴代会長と会員が築き上げてき
た友好の絆を大切にし、これからもより一層、友
好関係を深められるよう努めてまいる所存でござ
います。
結びに、東京豊島東ロータリークラブが、これ
までの歴史と実績を礎に更なるご発展を遂げられ
ますこと、そして会員の皆様、ご家族皆様のご健
康とご多幸を心よりお祈り申しあげ、お祝いの言
葉とさせていただきます。
2021年2月吉日

閉会点鐘

後列左から
中列左から
前列左から

有我会員・土屋会員・廣内会員・阿部祐治様・里見会員
渡邊会員・井戸垣会員・池田裕二様・浅原会員・王会員・王久仁子令夫人・稲川会員・森川会員・
有正百合子様・細田悌冶同夫君
今泉光雄氏・櫛田副幹事・佐藤幹事・細田会長・佐藤副会長・浅原洋子令夫人・稲川早苗令夫人

東京豊島東 RC の皆様へ

東京豊島東 RC 会員各位殿

前川 昭一
1986年2月19日に創立された当クラブのチャー
ターメンバーは、私と新倉康榮さんの2人で、35年
前を思い起こし感慨無量のものがあります。
どうか豊島東 RC がますます発展される事をご祈
念申し上げ、お慶びとお詫びの言葉と致します。
2021年3月17日

塩崎 亨
振り返ってみれば、2000年私が台北東海 RC の
会長で台北東海ロータリークラブ五周年記念式を開
催当日は、PG 前川様はじめ東京豊島東 RC 会員多
数の御出席をいただき、その時豊島東 RC は15周年
と伺いました。
元気を回復して皆様にお逢い出来る日を楽しみ
に、先ずは、35周年のお祝いと今後の一層のご発
展を祈念し、皆様と共にお慶び申し上げます。
2021年3月17日

■豊島区贈呈

・コロナ義援金
・記念切手「日本のロータリー百周年」

■祝辞

■受贈

感謝状

高野之夫区長

東京豊島東ロータリークラブが、創立35周年を迎えられましたことに心からお慶び申し上げます。

また、日頃より、細田新子会長をはじめ、会員の皆さまには、様々な奉仕活動を通じた社会貢献や区政
に対しての多大なるご支援を・ご協力を賜り、心より感謝申し上げます。

令和３年２月15日（月）、細田新子会長をはじめ、８名の皆さまが区役所を訪れ、創立35周年記念

エコバック100セット、300枚を区に寄贈いただきました。SDGｓ未来都市豊島区は、昨年７月に、
内閣府より「SDGｓ未来都市」及び「自治体SDGｓモデル事業」を東京で唯一ダブル選定され、「誰
をも受け入れ、誰からも受け入れられ、持続して発展する」まちづくりを進めています。

これから本格化するワクチン接種については、「集団接種」、「個別接種」に加え、独自に区民ひろ

ばにおける「巡回接種」を導入し、３層のワクチン接種会場で接種を展開します。

結びにあたり、貴クラブの益々のご発展と会員の皆さまのご健康を祈念申し上げ、私の挨拶といたし

ます。

■会長挨拶

会員ご家族の皆様、我が東京豊島東ロータリークラブ創立35周年記念

家族例会にご参加下さり、ありがとうございます。

コロナ感染症対策として１月７日から３月７日までの自粛期間は例会を

中止しておりました。しかし、小中学校の授業も経済活動も昨年と違い行
われています。自粛期間延長中ですが、理事会で話し合い、出来る限りの
コロナ対策を行うことで３月10日より例会を開催しました。

参加者全員にSDGｓバッチを
区長より頂きました。

公務ご多忙の中、高野之夫区長がご臨席くださり、お祝辞を頂戴する運びとなりました。
この記念の会が晴れやかな例会となりましたこと、心よりお礼申し上げます。

■ニコニコ BOX
第 1570 回（３月 17 日）
６名

38,000円

4月

2020-21 累計
79名

687,000円

ニコニコ BOX コメント
細田会員／クラブ創立35周年記念家族例会におこ
し下さり、ありがとうございます。お食事楽し
んで下さいませ。
細田悌冶様／35周年おめでとうございます。
渡邊会員／創立35周年おめでとうございます。こ
れからも宜しく御願い致します。
櫛田会員／35周年記念例会！誠におめでとうござ
います。家内由紀子が急用で出席できません。
ニコニコでお許し下さい。
鈴木純子様／母逝去の際は、お心づかいを有難うご
ざいます。志としてニコニコさせていただきま
す。
＜指定ニコニコ＞
井戸垣会員（職業奉仕委員会）／今泉部長、卓話あ
りがとうございます。

第1570回例会

卓

話

『2021年米景気回復を楽しむ！米株式上昇を楽し
む！そして、為替相場も楽しむ』

大和証券㈱ 金融市場調査部 担当部長
今泉 光雄氏

の
４月７日（水）［1571］桜
例会
理事会 11：15 ～ 12：00
スケジ
ュール
例 会 12：30 ～ 13：45
ＲＩ会長歓迎晩餐会 18：00 ～
於：ホテルニューオータニ
豊島東４名参加（前川・稲川・細田・佐藤久）

４月８日（木）
地区大会 於：ホテルニューオータニ
６名参加
（前川・稲川・細田・佐藤久・佐藤美・櫛田）

４月14日（水）［1572］光
理事会 11：15 ～ 12：00
例 会 12：30 ～ 13：45
卓話者：古今亭菊之丞師匠
紹介者：佐藤久雄会員
７日又は14日に第１回臨時理事会開催予定

４月21日（水）［1573］光
例 会 12：30 ～ 13：45
卓 話：「私の携わった建築物」

art & architecture
卓話者：建築家 後藤昭弘氏
紹介者：佐藤美枝子会員

４月22日（木）～５月11日（火）
ホームミーティング②―委員会毎

たと考えられる。さらに、米国では昨年末の景気対
策に続く追加の刺激策がバイデン新政権のもと導入
に向け準備が進められている状況。企業業績は実績
だけでなく、先行きの見通しも順調に切りあがって
きている。日米ともに金融当局が未曽有の金融緩和
を実施している。3月FOMC（公開市場委員会）
で2023年末までゼロ金利継続が示された。お金が
じゃぶじゃぶの状況が続く間は株価上昇を期待し
てよい。追加経済対策により、1人最大1400ドル
の給付により、ロビンフッターと呼ばれるネット投
資家の取引が拡大する可能性がある。ただし、レバ
レッジをきかせた取引が拡大していることで、マー
ケットが想定以上に乱高下するリスクは今後もあ
る。為替に関しては、貿易赤字国の通貨は売られる
が基本。TVのコメンテーターの言葉に惑わされな

日米を中心に株価は大きく水準を切り上げ、米国
株は最高値を更新する展開となり、日経平均株価も
3万円台を一時回復した。
世界の新型コロナの感染が落ち着きを取り戻しつ
つあることや、ワクチン接種が広がりをみせつつあ
ることで、感染の鎮静化と経済の正常化が意識され

いで欲しい。
2021年米景気回復・米株式上昇・為替相場を楽
しんで頂きたい。

