緊急事態宣言をうけ新型コロナウイルス感染拡大予防のため

報告

★３月２６日(木)移動例会「嶋村ガバナー補佐担当５クラブ合同例会」≪上野精養軒≫
新型コロナウイルス感染拡大予防のため延期(開催日未定)

東分区ガバナー補佐 嶋村文男(東京東江戸川ＲＣ)
演題未定 公益社団法人東京青年会議所 葛飾区委員会 2020 年度委員長 塩井優也様
★５月１３日(水)例会「津軽三味線」 鈴木隆良様
★５月２０日(水)例会「クラブフォーラム」
★６月 ３日(水)例会「一年を顧みて」吉田勝弘会長・鈴木貢幹事
以上６例会休会となりました。
★４月

１日(水)例会「クラブ戦略計画について」

★４月１５日(水)例会

通算第 2232 回

今週の例会

第 20 回６月２４日

【幹

事

報

告】

〇3/26(木) 移動例会「嶋村ガバナー補佐担当５

移動例会「会長幹事ご苦労様会」

クラブ合同例会」

東武ホテルレバント東京２４階「簾」

延期(開催日未定)となりました。
○次回例会 4/1(水)予定ですが、状況が変われば、

おめでとう♪
会員誕生日祝い

伊藤会員(3/7)
松坂会員(4/2)
町田会員(6/16)

奥様誕生日祝い

湯浅夫人貴代子様(5/8)

お知らせを回します。
○東京葛飾中央ロータリークラブより｢観桜会の
ご案内｣が届いております。
3 月 31 日(火)

通算第 2231 回

前週の例会

【ロータリーソング】奉仕の理想
おめでとう♪
会員誕生日祝い
奥様誕生日祝い

「ラ・ラナリータ」 墨田区吾妻橋アサヒグル
ープ本社ビル 22F

第 19 回 3 月 4 日

【点鐘】【国歌】君が代

鈴木会員(3/22)
大久夫人真由美様(3/7)

午後 6 時 00 分

参加される会員は事務局にお申し出下さい。
〇ハイライトよねやま、ロータリー文庫通信、ガ
バナー月信、コーディネーターニュース配信
○ロータリーの友、バギオだより、改訂版の定款
(次年度より適用開始)、メール BOX へ配布しま
した。

【来

賓

紹

米山奨学生

介】
ｱﾏﾙ･ｱｽﾞﾗｲ･ﾋﾞﾝ･ﾁｪ･ｱｽﾞﾊ様

【委 員 会 報 告】
○3/4(水)例会前理事役員会

【ビ ジ タ ー 紹 介】
東分区ガバナー補佐 嶋村文男様(東京東江戸川ＲＣ)
東京東江戸川ＲＣ 安池勇人様
東京江北ＲＣ 鎌田秀一様
【会

長

報

告】

○2/12.13 沖縄地区大会にご参加いただいた皆様
お疲れ様でした。
○米山奨学生

アズライ君

○3/4(水)例会終了後創立 50 周年記念式典準備委
員会を開催しますので、皆様お残り下さい。
○3/25(水)葛飾3クラブ合同ゴルフコンペを開催
致します。
常陽カントリークラブ 9：15集合
茨城県つくばみらい市善助神殿東原 15
スタート 9 時 45 分

イン

４組です。

パーティ及び成績発表を 18 時 30 分から

本日で最後です。

「須田」にて行いますので、ゴルフをされない

卒業おめでとうございます。

方も遠慮なくご参加下さい。

米山世話クラブ費より記念品(ネクタイ)を贈呈

○青少年奉仕委員長より

致します。寂しいですけど、これからは社会人

2/28 に葛飾野高校の吹奏楽部に支援金を持っ

として新たな世界で頑張って下さい。活躍を楽

て行ってきました。新型コロナウイルス感染拡

しみにしています。

大防止のために学校も休校になり、3 月の定期

〇新型コロナウイルス感染症の対応について

演奏会も延期となりました。部員は自宅での個

政府からの要請もありましたが、本日はアズラ

人練習のみになるそうです。残念ですが、早く

イ君が最後ということもあり、会長判断で例会

状況が落ち着いて、通常の生活に戻れることを

を開催いたしました。今月は本日で最終で次回

願うのみです。

予定は４月１日となりますが、状況により理事
会で協議の上、お知らせいたします。
○嶋村ガバナー補佐より江戸川の小松菜をいた
だきました。ありがとうございます。皆様帰り
にお持ち帰り下さい。

【出

席

報

告】

会員１８名中 １１名 出席率

78.57％

(２月５日)前々回訂正出席率

94.44％

【ニ コ ニ コ Ｂ Ｏ Ｘ】

【く じ ら コ イ ン Ｂ Ｏ Ｘ】

地区ＲＹＬＡ委員 小林康徳様(東京向島ＲＣ)

本日合計

\1,720

･･･ＲＹＬＡの卓話にきました。今日は宜しく御

今期累計

\32,962

願い致します。
吉田会長･･･本日は新型コロナウイルスで色々あ
る中、例会に出席いただきありがとうござい
ます。卓話頂く、地区ＲＹＬＡ委員

小林康

徳様 本当にありがとうございます。

勇人様、東京江北ＲＣ 鎌田秀一様

「ＲＹＬＡ(ライラ)とは」
地区ＲＹＬＡ委員

第 1 期ＲＹＬＡ学友 土方美樹様、ガバナー
補佐 嶋村文男様、東京東江戸川ＲＣ

３月４日の例会卓話

安池

小林康徳様

第 1 期ＲＹＬＡ学友
土方美樹様

(東京向島ＲＣ)

ようこ

そお越し下さいました。アズライ君卒業です
ね。これからは社会人として体に気をつけて
ガンバって下さい。
鈴木幹事･･･久しぶりの例会です。コロナウイルス
に負けないで頑張って年度末を乗り越えまし
ょう。
井上会員･･･まさかの例会強行！さすがです。
金子会員･･････コロナウイルスで毎日大変です
ね。本日は打倒コロナで頑張りましょう。
松坂会員･･･小林様、土方様、本日の卓話を宜し
くお願い致します。嶋村ＧＮＤようこそ。安
池様ようこそ。
大久会員･･･向島ＲＣ

小林様、本日の卓話宜し

くお願い致します。
大川会員･･･コロナで大変ですが早くおさまる事
を願ってます。
齊藤会員･･･3 月の初例会となりました。皆様今日
は冷たい雨の中ですががんばって出席して
頂きご苦労様です。アマル・アズライ・ビン・
チェ・アズハ様ご来会有難うございます。長
い間ご苦労様でした。今日は最終日というこ
とですので淋しいですね！
須田会員･･･地区ＲＹＬＡ委員

小林様、第 1 期

ＲＹＬＡ学友 土方様、本日の卓話楽しみに
しています。
武井会員･･･地区ＲＹＬＡ委員

東京向島ＲＣ

小林康徳様、第 1 期ＲＹＬＡ学友
様

土方美樹

本日の卓話よろしくおねがいします。ア

ズライ君最後の例会よろしく。また遊びに来
て下さい。
本日合計

\51,000

今期累計

￥763,000

ROTARY YOUTH LEADERSHIP AWARDS
ロータリー青少年指導者養成プログラム

報告

東京葛飾東 RC

創立 50 周年記念事業準備委員会
第１回 議事録
２０２０年３月４日（水） 亀有「須田」にて
出席者：吉田会長、鈴木幹事、松坂、武井、関、
金子、大久、井上、斎藤、須田

♦♦♦♦第９回定例理事役員会報告♦♦♦♦
日

時 ３月４日(水) 17 時 30 分

場

所 「須田」例会場

出席者

吉田・鈴木・須田・関・金子・
大久・武井

議

オブザーバー：大川

題

1.２月会計の件

原案通り承認

2.新型コロナウイルス感染症の対応の件
今後の例会等の予定の執行については、世の中
の状況に対応して、持ち回り理事会にて決定、
会員に通知する。
次回例会は４月１日に開催予定。
3.３月１８日の振替で３月２６日(木)に開催予
定の移動例会「嶋村ガバナー補佐担当５クラブ
合同例会」上野精養軒 延期(開催日未定)の件
３月１８日の例会はそのまま休会とする。
３月２６日の移動例会については、開催日が確
定したときに公表し、その月の通常例会は変更
をしない。
4.その他
・葛飾 JC のメンバーが４月１５日に当クラブ

議題
1.開催日時：2022 年 5 月 23 日（月）
夕方 3～4 時間
2.場所：浅草ビューホテル、ホテル東武レバント
東京(錦糸町)、上野精養軒、
を主に考え、予算と日時で交渉してみる
3.予算：会費制（15,000 円）で、クラブ基金から
500 万円前後支出可能か
4.来賓・参加者予測：東分区内関係者にて行う
１５９～１８０名 規模
5.式典 講演：
記念事業
（葛飾区・葛飾区関連事業書を対象に）
記念寄付（ex）
、
米山奨学事業、希望の風奨学基金
6.次回は４月１日(水)須田にて PM5:45 より
40 周年記念式典の時の決算内容や事業内容、
さらに過去に葛飾区への記念事業などを参考
に、式典内容・懇親会内容などの検討をする
以上

訪問予定。約３～４名、ビジター費用は会員
増強委員会予算にて対応する。
・葛飾３クラブ合同ゴルフコンペを３月２５日
♦♦♦♦持ち回り理事役員会報告♦♦♦♦

に開催予定。

日

終了後、須田に戻って１８時３０分からパー
議

ティーを開催。
以上

時

３月３０日(月)

題

４月の例会休会決定について
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)拡大防止
の観点から、当クラブも東京都や政府の自粛要請
に従い、会員の安全を考慮し、４月の例会をすべ
て休会にする→承認
第１週 ４月

１日(水)休会

第２週 ４月 ８日(水)当初の予定通り休会
第３週 ４月１５日(水)休会
第４週 ４月２２日(水)当初の予定通り休会
第５週 ４月２９日(水)当初の予定通り休日休会

米山奨学生
期間修了式
2020.02.21

♦♦♦♦持ち回り理事役員会報告♦♦♦♦
日 時
議

3.

地区よりフェイスシールド寄贈協力のお願い
について

４月２４日(金)

題

第２７６０地区〔愛知県〕より、フェイスシールド寄

1. ５月１３日(水)例会休会について→休会承認

贈プロジェクトの提案
1 セット 100 円 1 ボックスに 120 セット入って

2. 嶋村東分区ガバナー補佐担当のクラブから発

12,000 円/1 ボックス（税、送料別）

案（休会例会費の予算等で）

寄贈先

医療機関等に不足しているサージカルマス

※地区でまとめて購入し、医師会へ寄贈いたし

クやフェイスシールドを葛飾区、足立区の地

ます。医師会より拠点病院へ配布されます

東京都医師会・沖縄県医師会

域限定で寄贈しようという話が嶋村東分区
ガバナー補佐担当のクラブから持ち上がり、

→地区へ社会奉仕活動費より 30,000 円
協力金を 5/26 送金

準備を進めているということで、
当クラブも葛飾区医師会を通して葛飾区内

♦♦♦♦持ち回り理事役員会報告♦♦♦♦

の医療機関等寄贈する件について
・フェイスシールド
東京江北ＲＣ羅山幹事の会社(ラヤマパック)の
製品 フェイスシールド
50 枚税込価格：22,000 円価格予定
（送料、手数料込み）
https://www.facebook.com/rayama.pack/?__tn_
_=%2CdK-R-R&eid=ARD_fyZ1CBYZs99B-4GE5j7-2
Q_GqCnCffWolop84O5wsbvT5_G_OoDPcPFwW
G_19bgLQR4nDICm46yf&fref=mentions

日
議

時 ５月８日(金)

題

５月２０日(水)の例会休会決定について
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)拡大防止
の観点から、緊急事態宣言が 5 月 31 日まで延長
されたことを踏まえ、５月 20 日の例会も休会と
する→承認
第１週 ５月 ６日(水)当初の予定通り休日休会

・サージカルマスク
嶋村ガバナー補佐からご紹介頂いた仕入先より

第２週 ５月１３日(水)休会
第３週 ５月２０日(水)休会

COE サージカルマスク(医療用マスク)1 枚 70 円

第４週 ５月２７日(水) 当初の予定通り休会

(税別)1 箱 50 枚
※予算に関しましては休会した例会費×
休会分+αで社会奉仕活動費から算出

♦♦♦♦持ち回り理事役員会報告♦♦♦♦
日
議

→葛飾区医師会にヒアリングの結果
サージカルマスク 3,000 枚寄贈
例会費より
(3/26・4/1・4/15・5/13 例会休会 4 回分)

時

５月２６日(火)

題

１.６月３日(水)例会休会について
緊急事態宣言が５月２５日に解除されたが例
会場である「須田」が新型コロナウイルス感染
症(COVID-19)拡大防止の為に６月中はまだ開
店していないため→休会承認

第１週 ６月 ３日(水)休会
第２週 ６月１０日(水)当初の予定通り休会
第３週 ６月１７日(水)休会(６／２３振替)
移動例会６月２３日(火)「会長幹事ご苦労様会」
第４週 ６月２４日(水) 当初の予定通り休会
5 月 12 日(火)葛飾区医師会に寄贈

２．６月２３日(火)移動例会
会長幹事ご苦労様会について

米山奨学生

東京ドーム予定でしたが開催されないので

2020 年 4 月～2021 年 3 月

場所等の変更→神谷親睦委員長に一任

金 世勇(キム

決まり次第 会員へお知らせする

1989 年 1 月 2 日

ヨセン)君
中国

法政大学 博士課程 社会
３．ＲＩ２０２０年決議審議会に対して当地区か
ら提案する決議案についての賛否の確認及
び意見提出のお願いについて→回答は会長
一任

研究テーマ：
現代中国における「国学ブーム」
という現象について
カウンセラー：井上義勝会員

４．社会奉仕 ロータリー希望の風寄付金の件
→昨年度２０万円。今年度も継続で承認
５．青少年交換→青少年交換学生用に来日学生を
引き受けない年は年１０万円
青少年交換学生口座に積立て→承認
６．会員退会について
大川昭夫会員 6 月末で退会→承認

５月２２日金曜日
嶋村文男東分区ガバナー補佐が
かつしか FM(ラジオ 78.9MHz)にて朝８時 35 分～40 分
葛飾３クラブ(東京葛飾ＲＣ・東京葛飾東ＲＣ・東京葛飾中央
ＲＣ)の新型コロナウイルス関連での奉仕活動を(当クラブは
葛飾区医師会にサージカルマスク 3 千枚寄贈)生インタビュ
ーで報告しました。

葛飾区医師会にサージカルマスク 3 千枚寄贈の件
2019-2020 年度地区補助金の申請(新型コロナウ
イルス関連)(6/12〆切)をし、申請が通りました。
地区補助金支援額は、支出総額の 2 割かつ上限 45
万円という支援基準を設けて算出し、1,000 円未
満切り捨てし決定。
支出総額 219,700 円×0.2＝43,940 円
→地区補助金支援額 43,000 円

