
2014～2015 年度会長方針「伝統と変革、より良いクラブを築こう」
創　立／1986年2月19日　（会長）渡邊　裕之　（副会長）村山　圭治　（幹事）櫛田　隆治　
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／〒171-0021　東京都豊島区西池袋2-29-14-101　TEL 03-3985-7577 　 FAX 03-3590-6644
ＨＰ   http：//www.toshimah-rc.jp     E-mail   info@toshimah-rc.jp

東京豊島東ロータリークラブ東京豊島東ロータリークラブ第2580地区第2580地区

次回のプログラム
豊島東ＲＣ主催合同例会（池袋ＲＣ・豊島東ＲＣ）
� 12：30〜13：30
卓　　話　池袋自由文化都市に向けて
　立教大学名誉教授
　立教新座中学校高等学校校長
� 渡辺　憲司氏　
� 紹介者　渡邊　裕之会員

本日のプログラム
例　　会� 12：30〜13：30
卓　　話　ロータリーの奉仕活動について
� パストガバナー　前川　昭一会員

前回の例会報告　2014年 1月 14日

今月のソングリーダー　櫛田　隆治幹事

第 1339 回例会　　2014 年 6月 25日第 1365 回例会　　2015 年 1月 21日

会　長　報　告　　　　　　　　　会　長　報　告　　　　　　　　　

①鈴木ガバナ―エレクトより、2015-16年度地区
役員並びに委員ご就任のお願いがきております。
　前川PGに地区諮問委員会顧問
　村山会長エレクトへ地区国際奉仕委員会副委員長
　月井会員へ地区バギオ基金支援特別委員会委員
　ご本人より就任のご承諾をいただき、地区へお届
けいたします。
②バギオ基金へ寄付されました、稲川会員に領収書
と御礼状が届いておりますのでお渡し致します。
③地区ローターアクト委員会よりローターアクトク

ラブ例会１月から３月までの予定表及び第27回
全国ローターアクト研修会のお知らせがきており
ます。詳細を各テーブルに回覧しておりますので
ご覧いただき、是非例会へのご参加をお願いします。

④理事会の報告

バギオ寄附御礼状 12年皆出席会員

1月の誕生祝会員



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

東京池袋R.C会長 野口曻兵様／新年あけましてお
めでとうございます。本年度が両クラブに取り
ましてすばらしきものでありますように。

渡辺会員／みな様、新年明けましておめでとうござ
います。新年早々昨日ギックリ腰になりまし
た。本年も一年宜しくお願いを致します。

滝澤会員／明けましておめでとうございます。妻と
私の誕生祝と皆出席のお祝いをありがとうござ
います。

佐野会員／おめでとうございます。賀状ありがとう
ございました。本年もよろしくお願い致します。

浅原会員／新年お目出度う御座居ます。いつも誕生
日祝いを戴けるのは、ロータリークラブだけで
す。皆様にお礼申し上げます。

山元会員／前川さん和敬塾のニューイヤーコンサー
ト御招待有難うございました。１月は私の誕生
月でもあります。

■出席報告

会　員 出席参入
会員数 出席数 欠席数 出席率 12月10日分

修正出席率

31名 29名 24名 5名 82.76％ 89.29％

■ビジター
池袋RC� 野口　曻兵様

れもひとえに会員皆様のご理解とご協力の賜物と深
く感謝を致しております。
　また前後を致しますが１月28日には、池袋ロー
タリークラブとの合同例会です。今回は私共クラブ
がホストで立教大学名誉教授の渡辺憲司さんをお迎
えして「池袋自由文化都市に向けて」というテーマ
で卓話をしていただきます。私達池袋にあるロータ
リークラブとしては、大変興味深いお話が聴けるの
ではないかと思います。
　また２月25日には、クラブ創立29周年の記念夜
間例会が執り行なわれます。吉田親睦委員長をはじ
め親睦委員の方々には大変だと思いますが宜しく御
願いを致します。
　４月には友好クラブの台北東海ロータリークラブ
の20周年記念式典が盛大に執り行なわれる予定で
すので、会員ならびに会員のご家族の多数のご出席
を宜しくお願い致します。
　また昨年は変革の一部として社会奉仕委員会が企
画をして危険ドラッグ撲滅運動のパレード参加や
ロータリー財団補助金を利用しての児童養護施設錦
華学園へのテーブルセット寄附や園庭整備など今ま
でとは違った、目に見える会員が参加型の奉仕活動
にも力を注いでまいりました。
　また、その活動内容を、ロータリーの友への記事
の投稿も行ないました。今までにも増して積極的に
奉仕活動を行なってまいります。会員皆様のさらな
るご協力をお願いを致します。
　今後の奉仕活動の大きな課題は豊島区教育長から
の依頼の子供達への英語教育の普及ならびに語学の
向上に対する協力、子供達の英語でのスピーチ大会
の企画と運営のお手伝い等、子供達をテーマにした
奉仕活動を積極的に展開をしてまいります。
　話は変わりますが、本日第一例会という事でロー
タリーの友を読んで私なりに会員の皆様にお伝えし
たい記事を抜粋してお伝えしたいと思います。
　ロータリーの友１月号では、特集としてロータ
リー理解推進月間としてロータリーを知って情報発
信という記事がのっております。第2580地区の新
都心RCの2013〜2014年度の藤枝幹事のハイセ
ンスなホームページを目指してという記事が載って
おります。会員増強の一環としてホームページをリ
ニューアルした事、ロータリー全体として会員が減
少しているのはなぜか？
　会員増強をテーマにしたファイヤーサイドミー
ティングの意見で今の時代ロータリーを幅広く使っ
ていただくのはホームページではないかという意見
が多く、またロータリーの事も、自分達のクラブの
事も一般の人が情報を入手するには、ネットからの
情報がほとんどだという事に意見が集約され、誰に
でもわかりやすいセンスの良い柔軟に進化をしてい
るイメージを持ってもらえる様なホームページを新

　2014年〜2015年の新年を迎えるにあたり会員
の皆様方には大変お世話になり、改めて御礼を申し
上げるとともに下半期も、ご指導ご協力を宜しくお
願い申し上げます。
　本年度の当クラブのテーマは「伝統と変革より良
いクラブを作ろう」です。下半期は、当クラブの最
も特徴的な奉仕活動であるバギオ訪問が２月に予定
通り取りおこなわれます。毎年、多数の会員の参加
と多額の寄附を頂いており第2580地区はもとより
日本全国でもトップの寄附額を誇っております。こ

卓　話第1364回例会

会長卓話
� 渡邊　裕之会長



たに作成をしたという記事が載っておりました。本
日、皆様にお話をするにあたり新都心ロータリーク
ラブのホームページを閲覧してまいりましたが、非
常にわかりやすく斬新なホームページでした。皆様
もぜひ一度拝見をして下さい。
　私共のクラブも、この件については、IT情報委
員会を中心に会員増強の一環として検討をしてみた
いと思います。
　ちなみに新都心ロータリークラブでは、ホーム
ページリニューアルをした事で７人の新入会員を増
強出来たと記事に掲載をされております。そして
もう一つの記事が昨年11月27日〜28日に行なわ
れましたロータリー研究会の記事が載っておりまし
た。
　私共のクラブの会員でもあります、前川パストガ
バナーも出席をされていた写真が載っております。
　この記事の中でRI会長黄氏が「ロータリーの学
ぶことの一つに行動の方が言葉より力がある」とい

う言葉が載っておりました。
　言葉で言うより行動せよという事だと思います。
　黄会長の言葉にはいつも勉強させられますし、パ
ワーを感じさせられます。
　そして北清治RI理事よりロータリーの特別月間
が変わるという事を会員の皆様にお伝えを致しま
す。
　ロータリーの６つの重点分野「平和と紛争予防／
紛争解決」「疾病予防と治療」「水と衛生」「母子
の健康」「基本的教育と識字率の向上」「経済と地
域社会の発展」などが新たにそれぞれの月間として
設定されますとの事を会員の皆様にお伝えする必要
があるかと思います。
　この様な事でロータリークラブも時代の変化につ
れ、常に変化をしなければなりません。「伝統と変
革より良いクラブを作ろう」をテーマに下半期も会
員皆様のご協力を宜しくお願いを致します。

2015年1月14日（水）

第７回定例理事会　議事録
会長挨拶
昨年度、上半期大変お世話になりました。
下半期も宜しくお願い致します。
決議事項
１、会計報告　会計から説明
会費未納者については会計より再度、確認をしてもら
う。
特別会費の内訳、青少年交換費で別途徴収分、その他
は特になし。

２、１月の例会スケジュール
１月21日前川ＰＧによる卓話（ロータリーの奉仕活
動について）
１月28日は池袋ＲＣとの合同例会　立教大学名誉教
授　渡辺憲司氏（池袋自由文化都市に向けて）

３、島田謙司会員からの12月末日付退会の申し出があり
承認された。

４、創立29周年夜間例会について
本来であれば、２月18日（水曜日）でありますが、
前日の地区大会への会員参加とクラブ行事が連日にな
る為、２月25日（水）に日程変更を了承。

５、台北東海ＲＣ20周年式典・歓迎ゴルフコンペについ
て
４月23日　　歓迎晩餐会　ロイヤルホテル
４月24日　　歓迎ゴルフ　美麗華ゴルフ
４月24日　　20周年記念式典　六福皇宮（ウエス
ティンホテル）
なるべく早く、会員に周知をしてもらい、参加人数、
日程等の確認をする。

その他
鈴木基金上半期の会計報告

　ティーバッグの製造で世界をリードする上場企業、
Printcare�PLC の創設者・CEO。このほかにも複
数の企業と慈善団体の理事、およびスリランカ最大
の麻薬防止団体である Sri�Lanka�Anti�Narcotics�
Association�の創立会長。

　1974年にロータリークラブに入会。RI 理事、財務
長、財団管理委員、委員会委員・副委員長・委員長、タ
スクフォースメンバー、RI 研修リーダー、地区ガバナー
を歴任。

　スリランカのポリオプラス委員長として、政府関係者、ユニセフ、ロータリーのメンバーから成るタス
クフォースの委員長としてユニセフと協力し、同国北部を領域とする武装組織との交渉を通じて、全国一
斉予防接種活動中の一時停戦を実現。また、スリランカで津波によって破壊された25校を再建するプロ
ジェクトの委員長として、15,000人の生徒を支援。

会長エレクト
K.R. "ラビ" ラビンドラン
2015-16 年度会長

2014 年６月
COLOMBO 
ロータリークラブ所属

スリランカ



一般社団法人ロータリーの友事務所
代表理事橋本長平�

2015年１月

『ロータリーの友』電子版のご案内
拝啓　新春の候、ますますご清祥の御事とお慶び申し上げます。
　『ロータリーの友』につきましては、日ごろご高配を賜り幸甚と存じます。
　さて、ご高承の通り、昨年�１月から『ロータリーの友』電子版の配信をスタート致しました。正式な配信方法につ
きましては、国際ロータリーの規定にも照らし合わせ、現在、当法人理事会で検討中でございますが、2015年１〜６
月号につきまして、従来通り、『ロータリーの友』購読料もお支払いいただいた方には、下記の方法でご覧いただくこ
ととなりましたので、ご案内申し上げます。
　電子版につきましては、まだ歩みだしたばかりで、これから改良を重ねていかなければならない段階ではございます
が、皆さまのご意見を拝聴しながら、育てていく所存でございます。何卒、よろしくご高配賜りますよう、お願い致し
ます。� 敬具

電子版の閲覧方法
ロータリーの友のホームページ�www.rotary-no-tomo.jpにアクセスして、『ロータリーの友』電子版をクリック
してください。
IDとパスワードを要求する画面が出てきますので、下記、ご入力ください。�

尚、ID、パスワードにつきましては、事務局までお問い合せ下さい。

１．式典
　　日　時：2015年 4月 24日 (金曜日 )
　　　　　　午後�5時 30分�受　付
　　　　　　午後�6時 00分�開　始
　　場　所：六福皇宮 (ウエスティンホテル）
� 地下 3階　永福庁
　　住　所：台北市南京東路3段133號
� 電　話：(02)�8770-656

※大変恐縮ではございますが、式典後のパーティーに
て、友好クラブの皆様にも余興にご協力を頂けました
ら幸いに存じます。

２．歓迎ゴルフ
　　日　時：2015年 4月 24日 (金曜日 )
　　　　　　集合時間�6時 20分�
　　　　　　スタート�7時 00分�
　　場　所：美麗華ゴルフ
　　住　所：台北縣林口郷下福村下福路9號
� 電　話：(02)2606-3456

３．歓迎晩餐会
　　日　時：2015年 4月 23日 (木曜日 )
　　開　始：午後�6時 00分�
　　場　所：ロイヤルホテル3階
　　住　所：台北市中山北路二段37-1號
� 電　話：(02)2542-3266

４．ご登録
事務手続の都合上、2月末日までに仮登録でも結構で
すので、下記事務局までご連絡をお願いいたします。

　　台北市東海扶輪社
　　住　所：〒100�台北市寶慶路67號 3F
　　電　話：(02)2388-9363
　　F A X：(02)2388-9364
　　Ｅ -mail:�tokai@seed.net.tw　�

以上
国際ロータリー第3480地区����
台北東海ロータリークラブ��
会�長��林俊宏 J-STUDY
幹�事　蕭陳泳 JASON

国際ロータリー第2580地区
　東京豊島東ロータリークラブ
　　　会長　　渡邊裕之　様

拝啓　歳晩の候、時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、今年度、台北東海ロータリークラブは、創立20周年を迎える運びとなりました。
これも、ひとえに貴クラブを始め皆様方のご指導・ご支援の賜物と深く感謝いたしております。
つきましては、来たる2015年 4月 24日（金曜日）に創立20周年記念式典を、下記の通り催したいと存じますので、
御多用中とは存じますが、是非ともご臨席賜りますようお願い申し上げます。
まずは、略式ながら書中にてご案内申し上げます。
会員一同、皆様のご来臨を楽しみにいたしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
� 敬具

記


