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今月のソングリーダー　細田新子会員

前回の例会報告　2015年 6月 17日

次回のプログラム
理 事 会� 11：15～12：00
例　　会� 12：30～13：30
新年度方針発表　会長・幹事と役員理事挨拶

本日のプログラム
チェンジオーバーナイト（家族会）
受付開始� 17：00
例会点鐘� 17：30

第 1339 回例会　　2014 年 6月 25日第 1382 回例会　　2015 年 6月 24日

■出席報告

会　員 出席参入
会員数 出席数 欠席数 出席率 5月27日分

修正出席率

31名 28名 23名 5名 82.14％ 82.76％

会　長　報　告　　　　　　　　　会　長　報　告　　　　　　　　　

①８月23日（日）午前10時より午後４時まで芝公
園・増上寺（講堂）において全国ロータリー・ポ
リオプラスプログラム研修セミナーが開催されま
す。
②ガバナー事務所より2015−16年度ガバナー月
信への投稿をお待ちしています。クラブで実施し
た奉仕活動、交流会、創立式典・例会に関する報
告原稿や写真をお送り頂きたいとの内容です。次
年度会長、幹事並びに奉仕活動委員長、創立記念
式典委員長へメールにてご案内させていただいて
おりますので、ご協力の程宜しくお願い致しま
す。
③東京板橋セントラルRCより創立20周年記念誌
をお送り頂きました。
ご覧になられる方は事
務局へお申付けくださ
い。

■ゲスト
豊島区長� 高野　之夫様
村中会員のゲスト� 遠藤　輝男様
　　　〃� 本多　信行様
有我会員のゲスト� 新井　佑史様

７月の例会スケジュール
７月１日［1383］
理 事 会� 11：15～12：00
例　　会� 12：30～13：30
新年度方針発表　会長・幹事と役員理事挨拶
� �
７月８日［1384］
例　　会� 12：30～13：30
クラブ協議会�
会計・クラブ・職業奉仕委員会の活動計画
� �
７月15日［1385］
例��　会� 12：30～13：30
クラブ協議会
各委員会活動計画
� �
７月22日［1386］
例��　会� 12：30～13：30
会員卓話
� �
７月30日（木）［1387］
池袋ＲＣとの合同例会� 12：30～13：45



卓　話第1381回例会

豊島区新時代に向けて〜終わりなき挑戦〜
  豊島区長　高野　之夫氏

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

遠藤輝男様／お久しぶりです。本日は本多信行さん
共々お世話になります。

渡辺会員／先日の鈴木利貞名誉会員の葬儀に遠方ま
で、多数の会員ご家族にご列席を頂き誠にあり
がとうございました。

前川会員／バンコックR.C.の会長の御招待でタイ
に参りますので、チェンジオーバーナイトには
残念ながら欠席いたします。今年度、渡邊会長
の強力なリーダーシップと櫛田幹事のサポート
に、改めて敬意を表します。

新倉会員／渡邊会長、櫛田幹事、一年間お世話にな
りました。感謝申し上げます。

                               
 

 

  

   東京豊島東ロータリークラブ 

                               開催日 2015年 6月 24日（水） 

                              場 所 ホテルメトロポリタン  

プログラム 

 １７：３０  点 鐘               渡邊会長 

        国歌「君が代」斉唱         細田ソングリーダー 

ロータリーソング「奉仕の理想」   細田ソングリーダー 

ゲスト、ビジター紹介        渡邊会長 

会長報告              同 

幹事報告              櫛田幹事 

  会長・幹事交代式 

会長・幹事挨拶           渡邊会長 櫛田幹事 

        会長・幹事引継ぎ式（点鐘槌及び会長バッチ引継ぎ） 

        花束贈呈 

 １７：５０  閉会点鐘              渡邊会長 

         

 １７：５５   懇親会           司会  滝澤プログラム委員長 

開会の挨拶              吉田親睦委員長 

１８：００  桜月流美剱舞   

  桜月流美剱道宗家 神谷美保子さん 

第一師範     松木史雄さん 

  

次年度会長挨拶           村山次年度会長 

１８：４５   乾 杯               榊原次年度副会長 

        お食事 

委員会報告・ニコニコ BOX 紹介    滝澤プログラム委員長 

１９：５０   閉会の挨拶             中島次年度幹事  

 ２０：００   ロータリーソング「手に手つないで」 細田ソングリーダー 
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プログラム
17：30　　点　鐘� 渡邊会長

国歌「君が代」斉唱� 細田ソングリーダー
ロータリーソング「奉仕の理想」� 細田ソングリーダー
ゲスト、ビジター紹介� 渡邊会長
会長報告� 同
幹事報告� 櫛田幹事
会長・幹事交代式
会長・幹事挨拶� 渡邊会長　櫛田幹事
会長・幹事引継ぎ式（点鐘槌及び会長バッチ引継ぎ）
花束贈呈

17：50　　閉会点鐘� 渡邊会長

17：55　　懇親会� 司会　滝澤プログラム委員長
開会の挨拶� 　　　吉田親睦委員長

18：00　　桜月流美剱舞　　
　　桜月流美剱道宗家　神谷美保子さん
　　第一師範　　　　　松木史雄さん

次年度会長挨拶� 村山次年度会長
18：45　　乾　杯� 榊原次年度副会長

お食事
委員会報告・ニコニコBOX紹介� 滝澤プログラム委員長

19：50　　閉会の挨拶� 中島次年度幹事　
20：00　　ロータリーソング「手に手つないで」� 細田ソングリーダー

東京豊島東ロータリークラブ
開催日　2015年 6月 24日（水）
場　所　ホテルメトロポリタン


