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国際ロータリー第２５８０地区

東京江東ロータリークラブ
２０２０〜２０２１年度
Serve to Change Lives

奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために
RI 会長 ジュカール・メー

地区ガバナー 若林英博

年末家族会（夜間例会）
17：00 受付開始 17：40 点鐘（例会）
17：50 家族会開始 20：40 閉会

例会報告

12/7 訂正出席率 76％（訂正無し）
12/14 会員数 21 名中 18 名
出席率 85.71％
ビジター 山本 和夫様 東京江戸川ロータリークラブ

会長・幹事報告
12/10 日（金）第 73 回江東区人権週間行事「守ろう
人権 講演のつどい」報告。
12/8 日（水）第 50 回ロータリー研究会に鈴木会員が
出席しました。
・江東区深川学区同少年軟式野球連盟より感謝状を頂き
ました。
・来週の例会は年末家族会となります。
※お子様で食品ア
レルギーがある方はご連絡ください。
・年末家族会参加費のお振込がまだの方は至急お願いい
たします。本日現
金でのお支払いも
可能です。事務局
までお願いします。
・12/28（火）は特
別休会です。1/11
（火）が新年初例会
となります。

＜委員会報告・その他＞

鈴木地区委員より：第 50 回ロータリー研究会報告

☆彡今週のワンポイントレッスン（№８）
●家庭集会とは
家庭集会とは、炉辺会合、Fireside Meeting と呼ばれているも
のです。もとは会員宅を持ち回りで、少人数で開く非公式な雑談
会のことで、1935 年に新入会員にロータリー情報を提供するた
めに始められ、大きな効果がありました。参加会員が固定化しな
いように留意する必要があります。

誓願成就
〜願いはかなえよう〜
クラブ会長 小嶋映治

次回例会案内

今日の卓話

E-mail：koto.re@sweet.ocn.ne.jp

テーマ

新年初例会
月間に因んで 「職業奉仕について」
大澤栄一職業奉仕委員長

http://www.koto-rotary.jp
ニコニコボックス
山本様（江戸川 RC）
：本日はお世話になります。
伊藤さん、鈴木さん、先日はガバナー補佐会でご
苦労様でした。楽しかったです。
小嶋会長：皆様、来週でいよいよラストです。宜
しくお願いいたします。
板倉幹事：いよいよ来週は年末家族会です。皆様
と楽しい時間を過ごしたいと思います。
小野会長エレクト：小嶋会長、大澤実行委員長、
本日の卓話楽しみにしております。
末次君：本日も宜しくお願いします。
伊藤（三）君：山本さん、当クラブへメイキャッ
プにようこそおいで下さいました。先日はお世話
様でした。
鈴木君：12 月 25 日はわが妻の誕生日です。あ
りがとうございます。
大澤
（秀）君：60 周年例会までもうあと 3 ヶ月です。
よろしくお願いします。
大澤（栄）君：先日、大島さん紹介の表参道のフ
レンチに行ってきました。とてもおいしかったで
す。
益子君：小嶋会長、大澤実行委員長本日の卓話よ
ろしくお願いします。
田澤君：お休みが多くて申し訳ありません。
河西君：小嶋会長、大澤さん、卓話楽しみにして
おります。
大木君：今日もよろしくお願いします。
堀君：今日もよろしくお願いします。
伊藤（海）君：本日も宜しくお願いします。
関口君：本日はよろしくお願いいたします。

合計 63,500 円
累計 648,000 円
【回覧】いのちの電話広報誌 166 号

事務局は午前１０時から午後１６時まで、囲碁や将棋・談話室として利用できます。掲示板も活用してください
●例会場 / 東京都江東区東陽 6-3-3 ホテルイースト 21 東京内 TEL：０３(５６８３)５６８３ ●例会日 / 毎週火曜日１２時３０分〜1３時３０分
●事務局 / 東京都江東区東陽 6-3-3 ホテルイースト 21 東京内 TEL：０３(５６３２)３７７７ FAX：０３(５６３２)３７３７

１２月１４日 卓話
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東京江東ロータリークラブ 60 周年に向けて
江東区スポーツ振興課にお願いし、同時並行で、ふれあい広
場でボッチャを行います。(11：00 〜 13：00 の予定 )
今回６０周年を記念した江東ロータリークラブ会員と、家族
の皆さんで、集合写真を撮りますので、15 時 15 分に、遅れ
ないように例会場に集合してください。
第二部が記念例会と式典です。15 時 30 分受付開始で、16
時から 17 時 30 分を予定しています。
ガバナーの挨拶や６０周年事業の報告などを行い、記念講演
では、渋沢栄一についてお話をしていただく予定です。
第三部が祝宴です。17 時 45 分開始、20 時終了の予定です。
アトラクションとして、かえつ有明中・高等学校マーティン
グバンド部の演奏をお願いしています。

小嶋映治会長

後半では、この十年の各会長の活動と社会の出来事などを画

先の 55 周年の時とは違った、演出で構成する予定です。一

像も入れて講談師から話をしていただきます。

部は同クラブの金看板である、イースト 21 社会福祉フェス

江東区内の社会福祉法人には、年内に参加の意向を伺う案内

ティバルです。これは大澤秀人会員からの説明と致します。

状をお送りし、1 月 24 日までに回答をお願いし、2 月 15

さて、二部の 60 周年記念イベントは歴代の会長を主役にク

日の例会終了後、事前説明会を行いますので、担当になられ

ローズ UP していきます。当時の時代の世相の事件等を女流

た会員の皆様には、同席をお願いします。

講釈師の「一龍斎貞鏡」氏による歴代会長紹介です。

招待者の皆様には、1 月中旬にご案内を発送する予定です。

又、記念講演として、江東区に非常に縁のある、
「渋沢栄一」

締切は 2 月 14 日を予定しています。

記念館 井上館長にお願い致しました。今までにない記念とな

台湾の昇陽クラブについては、コロナの状況を考え、現在の

ると思います。

ところビデオメッセージでの参加をお願いする予定です。
60 周年実施に当たっては、会員の皆様のご協力が絶対必要
であり、当日の役割分担としては、本部、受付、VIP 対応、舞台・
司会、会場整備、ボッチャ対応、写真担当などがあります。
仮の配置をしていますが、皆さんのご意見もお聞きし決めて
行ければと思っています。
第二部と第三部の司会は、恒例により幹事の板倉さんになり
ますので、準備の程宜しくお願いします。
また、奥様方にも是非ご協力をお願いいたします。1 月には
人数を把握したいので、お手伝いできる方は事務局までご連
絡をお願いします。
これからまだまだ色々な事がありますので、ご協力の程、宜
しくお願い致します。

大澤秀利会員
３月１９日の６０周年記念例会まで、後約３ヵ月となってし
まいました。
周年事業などを未経験の方も多いので、３月１９日の一日の
流れを説明させていただき、ご理解と、ご協力を頂きたいと
思います。
当日は、8 時 30 分 関係者集合です。
第一部は、 社会福祉フェスティバル（開始 10：30 〜終了
15：00）です。

新入会：

たんぽぽさんのゴスペルや、東陽小・金管バンドなどを予定

熊川君

しています。大道芸人をこれから決めますので、良い方がい
れば推薦してください。
■ 会 長

/

小 嶋 映 治

■ 会 長 エ レ ク ト

/

小 野

■ 幹 事

/

板 倉 健 司

