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第1556 回例会　2020 年 8月 19日

本日のプログラム
例　　会　12：30～13：45 
卓 話 者　医療ジャーナリスト
 松井　寿一氏
卓　　話　「ウイルスと人類」
紹 介 者　浅原　英明会員

次回（９月２日）のプログラム
理 事 会　11：15～12：00
例　　会　12：30～13：45 
　クラブフォーラム　①
　里見・渡邊会員

8 月のソングリーダー 廣内　世英会員

前回第1555回 [202０年８月５日] 例会報告

会 長 報 告
１、理事会からの報告
２、2020年７月熊本・福岡豪雨災害支援金のお願

い
３、RLIパートⅠ 講習開催のご案内（メールボッ

クスへ配布済）

幹 事 報 告
１、東京本郷ロータリークラブより、新型コロナウ

イルス感染防止対策を整え、８月例会よりビジ
ター受付開始。

２、新型コロナウイルス感染症に関する事務所対応
の件

３、日本のロータリー100周年に関する連絡（掲
示あり）

有我信行前会長　櫛田隆治会員
「叙勲お祝いの会」延期のお知らせ

安心できる日まで開催延期を
することに致しました。

■出席報告

会　員 出席算入
会員数 出席数 欠席数 出席率

27 名 24 名 20 名 7 名 83.33％

第 1555 回 2020-21 累計

3名 12,000円 20名 173,000円

■ニコニコ BOX

9月の
  例 会
　　スケジュール

９月２日［1557］
理 事 会　11：15～12：00
例　　会　12：30～13：45
　クラブフォーラム①
　里見・渡邊会員
 

９月10日（木）［1558］
合同例会（池袋ＲＣ主催)
 

９月30日［1559］
　ガバナー公式訪問
　野生司義光ガバナー



入 会 日：2020年7月1日
推薦会員：佐藤久雄・大野克美
事 業 所：ＵＫＫエージェンシー企画

新会員の紹介
INITIATION SPEECH

大野匡也会員

2020年８月５日（水）

第２回定例理事会　議事録
１．会長挨拶
２．会計報告　了承
3．2020年７月熊本・福岡豪雨災害支援金のお願い
　　地区からの要請により、当クラブも会員の寄付をお願いすることで承認
４．村山会員退会について
　　細田会長から重ねて遺留したが、本人の意思が固いため、受理
　　　　　　　（引き続き、会員歴の長い会員より遺留の接触を試みる。）
５．その他
（１）RLI研修が計画されているので会員の積極的な参加を求める
（２）９月30日予定のガバナー訪問について、具体的な内容が９月の理事会に

提示されるので、役員・理事は準備に取り掛かる
（3）ＨＭの実施結果について、本日のクラブ協議会で発表
　　　職業委員会で検討している、SDGｓバッチ（木製）を入手したので会員
へ配布
（４）35周年記念にＲＣロゴ入りにエコバックを作成し、配布。
（５）下半期に予定されている国際大会開催の有無が10-11月に判明する模様。
（６）10月開催予定のロータリー100周年記念行事が来年５月に延期された。
　　　記念切手が９月に販売予される予定。
（７）20-21（若林Ｇ年度）の地区大会は、予定通り実施されることを想定して準備検討中

　「ロータリーの友」という雑誌は、長い間休んで
いても「ロータリーの友」のお陰で会員とも繋がり
があるので、隅から隅まで読んでしまいます。稲川
さんが紹介された７月号で、まずはホルガー・クナー
ク（ＲＩ）会長について書かれています。
ＲＩ初のドイツ人で、青少年交換プログラムでの活
躍をとてもされています。ＲＩ会長としては型破り
な方で、いつもネクタイなしにジーンズだそうです。
次に第2580地区　野生司ガナバーですが、珍しい
お名前で奥様もロータアクトクラブに所属されてい
たそうです。私は縦読みの方が興味をもって読んで
いるのですが、今回興味を持ったのが２つで、前ジャ
パネットたかた社長の髙田明さんのお話で、生きて
いく上で大事な３つのパッション「ミッション、パッ
ション、アクション」についてのお話をされていま
す。もう一つは前号の感想が書かれたページに、４
月号掲載井戸垣さんの記事について感想が書かれて
おります。最後にいつも読んでいます川柳ですが、
とても和む川柳をご紹介します。

「外に出ずゴロゴロしてて褒められる」

「ロータリーの友」を読んで
新倉会員

SDGｓバッチ（木製）

佐藤（久）会員／コロナにマケズ、猛暑にもマケズ
参集ありがとうございます。皆さん一致団結し
て難局を乗り越えましょう。

塩崎会員／家内が米寿をむかえました。老齢になり
よたよたしていますが、二人揃って朝の体操が
出来幸せです。

ニコニコBOXコメント
＜指定ニコニコ＞
櫛田会員（親睦家族委員会）／親睦・家族委員会の

本年度活動計画が始まりました。細田会長のお
陰と感謝しております。引続きよろしくお願い
致します。



ホームミーティング報告
2020－21年度　親睦委員会（第１回）議事録

１　日時　2020年７月16日（木）　17時20分から18時
２　場所　ホテルメトロポリタン　カシオペアの間（３階）
３　議題　2020－21年度の活動計画について
４　委員　櫛田隆治委員長○　有我信行副委員長〇、佐藤美枝子副委員長○、
　　　　　里見雅行○、片岡静香、土屋眞弓、王　登賢○、武内　潔〇、
　　　　　大野匡也〇　以上７/９名
　　　　　前川昭一〇
５　協議状況（メモ）
（１）2020－21年度の活動計画について（櫛田）

○新入会員にとっても楽しいクラブ奉仕の活動経験となるよう、全委員が一緒に考えて実行する。
○活動計画
１　お誕生日会員へお祝い品を贈呈
２　会員の高年齢に配慮した活動を計画
３　ホームミーティングでは、会員の友好気運を増進
４　委員をグループ分けして活動
５　毎月委員会を開催して、委員同士の意思の疎通を図る

（２）《班編成》 《担当イベント》
①第一班：櫛田、有我、里見、王、大野…………… 35周年、委員会 HM
②第二班：有我、佐藤、武内、片岡、 ……………… 移動例会、例会時発表
③第三班：佐藤、櫛田、里見、片岡、土屋………… クリスマス会、チェンジオーバーナイト
（３）　委員会の開催　他
①毎月第一例会終了後、適宜の場所において、全委員出席で開催
②委員会活動資金にニコニコをお願いします。
６　協議結果（07/16メモ：文責櫛田）
（１）上記協議事項（年間活動計画、班編成及び委員会開催他）について、
　特に異論なく⇒了承を得た
（2）特になし　（欠席者２名には後日連絡の予定）

親睦家族委員会
櫛田委員長

SAA 委員会のホームミーティングの報告

７月20日（月）17時30分からメトロポリタンホテル25F　ジュピターで
８名の委員で開催いたしました。

①　これからの SAA としての活動について出席者の委員の方から貴重な活
発なご意見を頂戴いたしました。そこで SAA としてまず一年間の間に一度
も同席したこと事がないように配慮したい。
②　次に新入会員の
入会前に紹介者の
方々に当クラブとし

てのニコニコについてのこと、いろいろな寄付につい
てのこと、又出席義務があることを説明していただけ
れば入会後に疑問が出ないのではないでしょうか？よ
ろしくお願いいたします。

　たくさんのご意見又ロータリ歴の長い先輩方からいまま
での SAA としてのお話をいただきあっという間の２時間
でした。出席者の会員の方には感謝です。以上が SAA の
ご報告でございます。

SAA 担当委員会
森川委員長



　７月28日ホテルメトロポリタンに於いて、佐藤委員長、里見副委員長、
大野委員、渡邊、ゲストとして細田会長にも、ご出席を頂きました。
　ロータリーの公共イメージとは？ロータリークラブは、外部へのアピール
が弱い。ロータリークラブより、一般の方々には、ライオンズクラブの方が、
認知度が高いと思う。ライオンズクラブは、街頭や駅前などでの献血活動や、
寄附金 (ドネイション ) により、防犯パトロール車や、福祉車両を当各地域
に贈呈、また地域の警察や消防などとの連携など、地域に密着した活動をし
て居るなど、ロータリークラブでも、もう少し地域に見える形での奉仕活動
が必要ではないか？
　ロータリークラブは、職業人の集まりで有り、職業を通して奉仕活動をす
る、社会奉仕、職業奉仕、青少年奉仕、様々な活動をして居るが、余り世間

から評価されて居ない、もっと外向きである事が、必要だと思う。例えば、他地区で執り行われて居る、ロータリー
デイなどの実施が望ましいのではないか？
　東京豊島東 RC、池袋 RC、池袋西 RC などが合同で、
南池袋公園や池袋西口グローバルリング、ハレザ池袋な
ど、一般の方々が目につきやすい場所での開催も実行す
る必要性が有ると思われる。佐藤委員長の、豊島新聞へ
の記事投稿なども、PR として効果的で有ります。現在
のコロナ禍では、中々実行が難しい部分も有りますが、
今後の検討課題としては有りではないかと言う事を佐藤
委員長、細田会長もおっしゃっておりました。公共イメー
ジ向上委員会のテーマは、外向きにアピールをする事で、
意見がまとまりました。
　大変有意義なホームミーティングでした。
 公共イメージ向上委員長　代筆渡邉裕之

公共イメージ向上委員会
渡邊副委員長

社会奉仕委員会　榊原委員長　社会奉仕委員会のホームミーティングを７月
31日にホテルメトロポリタン25階ヴィーナスで行いました（出席者は、有
我副委員長、土屋副委員長、櫛田委員、武内委員、佐藤幹事、私の６名）。
　まず、ロータリークラブにおける社会奉仕の一般的な考え方と昨年度の当
クラブの社会奉仕活動の実績を確認し、本年度の活動方針、活動計画につい
て話を行いました。
　錦華学院でのセミナーや学用品の寄附、ロータリー財団地区補助金プロ
ジェクトのシング
ルマザー世帯の子
育て支援（進学時
の学生服寄贈）を

本年度の社会奉仕活動の核として実施することやその他
の社会奉仕活動についても柔軟におこなっていくことな
どを確認しました。新入会員の土屋会員や武内会員から
もご意見をいただき、有意義なホームミーティングとな
りました。

社会奉仕委員会
榊原委員長

会員増強委員会
浅原委員長

国際奉仕委員会
廣内委員長



第１回　職業奉仕委員会メモ
 東京豊島東ＲＣ
開 催 日　2020年７月29日（水）　12時から13時ごろ
場　　所　大和証券池袋支店（メトロポリタンプラザ18階）
出席委員　井戸垣陽子委員長○、櫛田隆治副委員長○、吉田武輝〇、
　　　　　村上芳明
　　　　　細田新子会長、佐藤久雄幹事（出席５名）

≪委員会進行次第≫
１　井戸垣委員長挨拶：
　・職業奉仕を通じて SDG ｓの課題解決に貢献することで、豊かな社会

実現に取り組む
　・大和証券社内にセミナーツールがあるので活用が可能

２　議事（進行：井戸垣委員長）
◎議題
（１）2019－20年度の具体的活動計画について
　○金華学院生徒への経済セミナー開催

⇒卒業後の経済的生活維持のために、経済及び家計に関するセミナー開催
⇒講師及び教材を大和証券社内資源の活用可能性を打診
←子供ころから経済に関心を持つことは、望ましい姿である。
←（会長）社会、青少年奉仕委員会ともコラボでの活動をお願いしたい。
←経営者の実体験を中高生に話す機会があると良いとおもう。
←生活が苦しい家庭は親の時代からの負の連鎖に陥っている。一時的な寄付に
加えて、知識・ノウハウ等の身に付けて成長してもらいことがベター。

〇社会奉仕委員会との合同事業の可能性を探る
　・金華学院生徒への女性セミナー開催（R 友誌４月号参考）
　　⇒昨年度の継続版で土屋会員の講師で11月及び来春

〇活動事業資金：年度当初58千円
　　⇒ニコニコを期待⇒計画を具体化させてアピールしたら、理解が増す
　　←木製の SDGsバッチを会員に配布し、襟章として

貰う。（購入：35名分）

（２）次回委員会の開催（予定）日：　場所未定→会員
へ参加を呼びかける
○2020年９月16日 （水）12時から13時頃（第２回目）
○2021年１月26日 （火）12時から13時頃（第３回目）
⇒２月10日 HM 報告
○2021年４月７日 （水）12時から13時頃（第４回目）

職業奉仕委員会
井戸垣委員長


