
本日の例会
９月15日㈭　12：30～13：30
卓　話：「円安は日本再生のチャンス」 
卓話者：田村秀男氏
　　　　産経新聞特別記者兼論説委員
紹介者：佐藤久雄会員

次回の例会
10月６日㈭　12：30～13：30
卓　話：  ポリオ根絶と世界ポリオデー2580につ

いて
卓話者： 石川幸男氏
　　　　ポリオデーチームリーダー／東京荒川ＲＣ

9月 1日　例会報告
司会　　　石塚会員
開会点鐘　小泉会長
ロータリーソング
君が代・それでこそロータリー
ソングリーダー　廣内会員
出席報告　大家会員
☆会員総数　　　　　　   38名
☆出席規定適用者数　　   28名
★本日の出席者総数　　   27名
★〃　免除者出席数　　    ６名
★本日の出席率　　　 79.41％
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第  7回例会東京池袋豊島東ロータリークラブ

禅語

脚下を看よ、ということです。風のため
に手にしていた灯火が消えたとしても、
心の灯火が消えないように、自己の心
の灯火を持つことです。いつも他者に
依頼しているだけでは、自らの道を切
り拓くことはできません。自らが楽しむ
ロータリーライフを目指しましょう。

看脚下（かんきゃっか）

Rotary Club of
Tokyo Ikebukuro Toshima-East

● 旧両クラブで進めてきたものを取って進めてい
るのがよい。司会進行表配付、体操、歓迎の歌
など。

● 12月の親睦家族会など盛大にやりたい。移動
例会もやれるとよい。

●同好会は何があるか。
● 会員増強とともに、まずはクラブ内をしっかり

と固めることが必要。ホームミーティングの回
数を重ねてはどうか。

● 特別会員の制度について、どうするか整理が必
要。

● 会員に周知することがまだある。例えば、定款
の細則など。

● 青少年交換学生受入れ費用の負担について、も
う少し検討してはどうか。

Ｃグループホスト　里見雅行

　Dグループホームミーティング報告
　８月31日（水）12時30分よりD グループホー
ムミーティングがホテルメトロポリタン２階中華
料理桂林にて開催されました。
　出席した会員は合計11名：小泉会長、石川幹
事、前川、鈴木、鴨田、長尾、宮部、森川、渡邊、
横山、廣内 
　小泉会長の挨拶、鈴木ＰＧの研修訓示、前川Ｐ
Ｇの乾杯で始まり、親睦を深めようをテーマに各
参加者が自己紹介を語り合いました。美味しい料
理と和気藹々楽しい会話はあっという間に時が過 

ぎ、最後石川幹事の中締めで散会致しました。
Ｄグループホスト　廣内世英

　バギオ基金創立40周年記念祝賀会報告
　比国育英会バギオ基金創立40周年記念祝賀会
は９月8日木曜日午後６時からホテルニューオー
タニ鳳凰の間で開催しました、フィリピン共和国
臨時大使はじめ合計180名出席しました。
　弊クラブから前川バギオ基金相談役（当日朝体
調崩れ為臨時欠席）、佐藤副会長、細田、横山、
廣内 は参加出席しました。

　9月 10日　地区大会報告
　「ロータリーに夢を」をスローガンに９月９日

（金）～10日（土）、国際ロータリー第2580地区
の2022-23年度地区大会が開催されました。
　10日（第２日）の本会議では、佐藤芳郎ＲＩ
会長代理、嶋村文男ガバナーの挨拶に続き、東京
パラリンピックのマラソン金メダリスト道下美里
様から「ともに輝くために私たちができること」
と題した記念講演が行われました。続いて関場慶
博パストガバナーからの「ポリオとロータリーと
私」の特別講演とパネルディスカッションがあり、
各クラブ紹介の中では東京池袋豊島東ＲＣの紹介
で会場のクラブ出席メンバーが一斉に起立しまし
た。その後、地区大会決議や加古博昭委員長から
のメルボルン大会の説明などがあり、ローターア
クトによる「雨ニモ負ケズ」の朗読に続く嶋村ガ
バナーの点鐘で閉会しました。

受付当番： 森川義基会員、小林征夫会員、野口曻兵会員公共イメージ向上委員会　委員長　山本伸也、副委員長　里見雅行、委員　長尾益男・加古博昭・石塚丈晴　

9／1　例会



☆本日のゲスト
横山佳子様（横山会員令夫人・ホストファミリー）
山元眞美様（ホストファミリー）
イサベラ・マリンさん（青少年交換留学生）

　ニコニコ
渡辺君（「ロータリーの友」所長・理事）
　　　　　　 卓話謝礼をニコニコとして頂きまし

た。
小泉君　　　 柳壇にのりました。淡路っこ　芋掘

り遠足　玉ねぎで
佐藤（久）君　 バースデーの月です。今後とも宜し

くお願い致します。今日は防災の日
です。

鈴木君　　　 交換留学生　イザベラさんいらっし
ゃい。楽しい日本での高校生活を送
って下さい。小泉会長のwelcome 
song感動的でした。

大家君　　　 誕生日のお祝いありがとうございま
した。妻も息子も９月生まれですの
で、誕生日パーティーは１回まとめ
てで済ませております。

小林君　　　 入会以来26年初めてニコニコの舞
台に立ちました。

本日の合計額：26,000円
今年度ニコニコ累計額：248,000円

　会長報告
第６回例会（2022.９.１）
　９月は「基本的教育と識字率向上月間・ロータ
リーの友月間」である。「ロータリーの友」には
柳壇に川柳を投稿し、これまでに30回以上も掲
載となった。その中で「池袋　ふくろう鳴く街知
恵の森」が第一席となった。また「私の一冊」で
は内村鑑三の『代表的日本人』を取り上げて掲載
となった。新渡戸稲造『武士道』、岡倉天心『茶
の本』と並び、英文にて日本文化を紹介した名著
である。内村は西郷隆盛、上杉鷹山、中江藤樹、
二宮尊徳、日蓮の５人を挙げている。彼らに共通
するのは、無私の精神であり、有徳な人間を育て
ようとする真摯な生きざまである。また、天と言
われる人間を超えた、超越的なものへの眼差しで
ある。現代人への大きな警鐘となるものである。
　なお、青少年交換留学生イザベラ・マリンさん

が来会したので、恥ずかしながらウェルカムソン
グ「When you wish upon a star」（星に願いを）
を歌った。

　幹事報告
１． 事務局員　小野由理さんが９月末をもってお

辞めになることになりました。11年に亘っ
て旧池袋ＲＣの活動に貢献していただきまし
た。この場を借りて御礼を申し上げます。

２． 地区大会（９／10本会議）ウェブ配信参加
も可能となりました。出席される方の座席は
クラブ毎の指定席となっており、ロータリー
ファミリーが一緒の席だそうです。

３． 第20回記念ロータリー全国囲碁大会のご案
内　詳細は掲示にてご覧ください。

　　日　時　11月５日㈯　9：30登録受付
　　場　所　市ヶ谷の日本棋院本院１皆対局室
４． 青森県大雨災害支援金のお願いが、ガバナー

より来ております。お一人500円以上のご支
援をお願い致します。

　9月1日　卓話者紹介  

渡辺誠二氏　
①神奈川県横浜市港南区　在住
②1954年９月　山形県山形市生まれ
③略歴
　1979年３月　　　明治大学工学部卒業
　1979年４月　　　 公益財団法人横浜ＹＭＣＡ

入職
　 2008年４月より　 友委員会の招聘を受け、友

事務所所長に着任（有給の
常勤職）

　2010年３月　　　 一般社団法人ロータリーの
友事務所　所長・理事

④ロータリー歴
　2008年４月　　　東京みなとＲＣ入会
　2008年～2016年    公益財団法人　米山記念奨

学会　広報委員会　委員
　2009年～現在　　　 一般財団法人バギオ基金　

評議員
⑤現在の外部団体等の役職
　 認定特定非営利活動法人「神奈川子ども未来フ

ァンド」監事（2013－現在）
　公益財団法人　東京YMCA評議員（2019－現在）

　9月1日　卓話報告
「ロータリーの友」あれこれ

一般社団法人ロータリーの友事務所
所長・理事　渡辺誠二
　『ロータリーの友』
は、1952年に日本の
ロータリーが二地区に
分割されることにな
り、分割後もお互いに
情報交換ができるよう
なツールを、というこ
とで、1953年１月に

創刊されました。今年度の2023年1月号で70周
年となります。また、全世界のロータリー機関誌
は、国際ロータリーの本部が編集・発行している『 
ROTARY 』です。これは1911年に創刊され、世
界中の会員がこれを読んでいました。その後、
1970年代半ばに、『友』のような雑誌が地域雑誌
として認定を受けられるようになり、『友』は
1980年７月号から認可を受けました。42年を重
ねています。
　この間一貫して『友』はロータリー情報を伝え、
日本のロータリアンのコミュニケーションの懸け
橋となるように編集してきました。
　『友』を取巻く環境は大きく変化しています。
そこで、『ロータリーの友』は2022年７月号から、
45年ぶりに購読料を改正しました。そのことによ
り、ＷＥＢサイトには創刊号からの電子版も掲載
したアーカイブを設置しました。
　今後もよりよい『ロータリーの友』とするため、
皆さんとの協働が大切です。投稿をいただき、ご
意見をいただけたら、益々いい『友』になるだろ
うと考えます。今後ともよろしくお願いいたしま
す。

　第３回理事会報告
日　時　令和４年９月１日㈭　11時～12時
報告事項
１．８月会計報告
２．９、10、11月スケジュール
３．指名委員、財務委員
　　 指名委員会： 小泉会長、佐藤（久）副会長、

山本会員、佐藤（美）会員、大家会員、細田

会員
　　 財務委員会： 小泉会長、佐藤（久）副会長、

石川幹事、山本会員、佐藤（美）会員、鴨田
会員、櫛田会員

審議事項
１． アースデー2580「ぶっく・デ・アース」に

ついて
　　今後具体案を検討する。
２．事務局小野さん退職について
　　９月末退職
３．事務局大橋さんの雇用条件について
４．卓話講師謝礼について
５．特別会員制度について
　　 豊島東ＲＣの特別会員規定どおりとする。
　　 正会員入会の勧誘を基本とし、事情がある場

合に限ってこの制度を活用する。
６．交換留学生受け入れ予算について
　　 地区からの補助金100万円で不足する分につ

いて、会員から特別会費一人４万円を集める
（前期・後期２万円ずつ）。特別会員も同額と
する。

　　特別会費について総会に諮る。
７．ニコニコ別会計の運用について
　　事柄発生の都度、支出を判断する。
８．会員拡大のためのＲＣ紹介カードについて
　　 勧誘に使う名刺サイズのカードを500部作成

する。
　　ＱＲコードからホームページに誘導する。
９．青森県大雨災害支援金について
　　 大雨被害は青森県だけではないので、東北へ

の支援金として一人500円以上を募る。

　Ｃグループホームミーティング報告  

●日　時　2022年８月30日12時から
●場　所　ホテルメトロポリタン「花むさし」
●出席者
　 佐藤久雄副会長、石川宜司幹事、稲川一会員、

大家雅彦会員、小林征夫会員、佐藤美枝子会員、
鈴木孝雄会員、細田新子会員、吉田秀得会員、
里見雅行会員

１．鈴木孝雄クラブ研修委員長から
　　 「ロータリーの友」を読めば、ロータリーの

ほとんどのことがわかる。
２．クラブ運営に関しての主な意見


