本日の卓話
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次回の卓話
「イニシエーション・スピーチ」

～夢を追いかけ続ける～」
有限会社ラン・アンド・ラン
代表取締役 関口 英俊 様

小田嶋康生会員

今週の例会

通算第 2268 回

【ニ コ ニ コ Ｂ Ｏ Ｘ】

第 19 回３月 30 日

井上会長･･･小林晃太様 ようこそいらっしゃ

【点鐘】【ロータリーソング】手に手つないで

いました。次回はオープン例会です。協力

オープン例会

よろしくお願いします。

【来

賓

紹

介】

吉田幹事･･･本日は久しぶりの例会です。

株式会社吉田屋 吉田知史様

コロナにかからず元気でしたでしょうか？

株式会社山之内製作所

知る限りでは若干 1 名コロナになった会員

株式会社 DENZ

山之内丈人様

濱野剛様

がいますが…東京青年会議所

鈴木生コン株式会社 鈴木栄一様

会 委員長

株式会社村上米穀 村上正明様

お越しくださいました。

株式会社共栄コーポレーション

湯浅家永様

株式会社ブリッジ 星浩次様

葛飾区委員

小林晃太様 本日はようこそ

伊藤会員･･･誕生日祝いありがとうございます。
神谷会員･･･春がやって来ました。コロナも終
わり素晴らしい日々が続きますように！
松坂会員･･･久しぶりに亀有まで来ました。Ｐ

前週の例会

通算第 2267 回

ＥＴＳで沖縄に行ってきました。25℃もあ

第 18 回３月 16 日

り夏日でした。もうすぐ東京も桜が開花し

【点鐘】【国歌】君が代
【ロータリーソング】四つのテスト
３月の誕生日

おめでとう♪

会員誕生日祝い 伊藤会員(3/7)
鈴木会員(3/22)
奥様誕生日祝い 大久夫人真由美様(3/7)
小田嶋夫人裕子様(3/15)

【来

賓

紹

介】

公益社団法人東京青年会議所
葛飾区委員会

委員長 小林晃太様

ますね。
大久会員･･･奥様誕生祝いありがとうございま
す。東京青年会議所 葛飾区委員会
委員長

小林

ようこそ！

齊藤会員･･･しばらくぶりの例会ですがなんと
すばらしい会でしょうか。やはりこういう
例会は毎週ありますと良いのですが、そう
はいかないものですね。皆様の笑顔はすば
らしいですね！
鈴木会員･･･急に暖かくなり、桜もあわてて咲

わんぱく相撲協賛ありがと

き始めました。ちょっと遅咲きの梅の花も

うございます。後援の方も

負けじと頑張っております。ただこの季節、

よろしくお願い致します。

花粉がねェ！！

葛飾区委員会では次回委員

渡邊(好)会員･･･１月の家内の誕生日祝い、

会を 4 月 4 日にカナマチぷら

２月の私の誕生日祝いにきれいなお花を

っとにて行いますのでぜひ

お贈りいただきありがとうございました。

ご参加下さい。

９１歳になりました。
町田会員・須田会員・武井会員･･･東京青年会

【会

長

報

告】

○理事役員会は持ち回りで開催しました。

【幹

事

報

告】

○次回例会は３／３０オープン例会です。
○ハイライトよねやま、配信
○ロータリーの友、ガバナー月信、バギオだより
メールBOXへ配布しました。

議所葛飾区委員会 委員長

小林晃太様

本日はようこそお越しくださいました。
本日合計

\61,000

今期累計

\537,000

【委 員 会 報 告】

♦♦♦♦第９回定例理事役員会報告♦♦♦♦

○大久会員…公益社団法人東京青年会議所

日

時

３月１６日(水)

葛飾区委員会でわんぱく相撲を数年ぶりに開催

場

所

持ち回り

予定です。ぜひ後援、協賛よろしくお願いいた

出席者

井上・吉田・神谷・鈴木・町田・

します。５月１５日(日)エイトホールで開催し
ます。

松坂・武井・大久
議決票：関・鎌田
議

【く じ ら コ イ ン Ｂ Ｏ Ｘ】

題

1.2 月会計報告の件

本日合計

\2,135

今期累計

\27,448

以上 10 名
承認

2. 地区より支援金のお願い 3 件
①トンガ王国海底火山大規模噴火への支援金
・国際奉仕活動費より３万円

【出

席

報

告】

②ウクライナへの支援金

会員１８名中 １１名 出 席

73.33％

ロータリー財団ロータリー災害救援基金(年

(２月２日)前々回訂正出席率

88.89％

次基金）へ寄付
・国際奉仕活動費より３万円

３月１６日の例会卓話
「フリートーキング」

③「ロータリー希望の風奨学金」支援金
・クラブとしては創立50周年記念事業で寄付
するので今回は会員個人に呼びかけるのみ
3. 第 45 回わんぱく相撲葛飾区大会後援・協賛

・オープン例会について
・次年度行事予定について
ガバナー補佐訪問 8/3

の件
後援と協賛金Ｃ
・社会奉仕活動費より３万円

ガバナー公式訪問 8/17
地区大会 9/9

第 45 回わんぱく相撲葛飾区大会
開催日時：2022 年 5 月 15 日(日)9 時～18 時
(予定・雨天決行)

♦♦♦♦持ち回り臨時理事役員会②報告♦♦♦♦
日

時 ２月１６日(水)

場

所 持ち回り

議 題
50 周年記念の件
クラブ基金(定期預金)を解約し創立 50 周年記
念事業口座(普通預金)へ一旦送金。周年行事が
終了して清算後にまとめて残金を再度クラブ基
金として定期預金とする
承認

開催場所：葛飾区総合スポーツセンター
エイトホール
対 象 者：区内在住、在学の 4 歳以上の幼児、
小学生男女
問合せ先：第 45 回わんぱく相撲葛飾区大会
実行委員会
C プラン協賛金額３万円
・大会 HP への貴社名掲載
・大会プログラム(Ａ4 サイズ)1/8 ページに貴社名
広告掲載
・オリジナルのぼり旗(貴社名入り)作成、会場内
掲揚(その年以降継続)
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地区研修協議会

日 時 ２０２２年４月１５日（金）受付開始12：30 開会13：30～18：40
場 所 ホテル椿山荘東京

文京区関口2-10-8 TEL03-3941-1111

13：30 ～開会 役員挨拶等
13：45～14：30嶋村文男ガバナーエレクトスピーチ
14：40～15：55基調講演講師：矢野宗司様（第2680地区パストガバナー／加古川中央RC）
15：55～16：10各種案内、次年度ホストクラブ紹介等
16：40～17：40部門別研修／活動方針説明
17：50～18：40部門別研修／テーブルディスカッション 閉会※懇親会はございません。
①会長部門 次年度会長（会長の代理は認められません）
②幹事部門 次年度幹事 ③クラブ奉仕委員長部門 次年度クラブ奉仕委員長
④職業奉仕委員長部門 次年度職業奉仕委員長 ⑤社会奉仕委員長部門 次年度社会奉仕委員長
⑥国際奉仕委員長部門 次年度国際奉仕委員長 ⑦青少年奉仕委員長部門 次年度青少年奉仕委員長
⑧ロータリー財団委員長部門 次年度ロータリー財団委員長
⑨米山奨学委員長部門 次年度米山奨学委員長
⑩ポリオデー・アースデー部門 次年度ポリオデー・アースデー担当者
⑪クラブ研修リーダー部門 次年度クラブ研修リーダー

第 2580 地区 2021－2022 年度地区大会
会 期 ２０２２年５月３１日(火) 本会議 12：15 受付開始 13：03 点鐘
会 場 ホテルニューオータニ 東京都千代田区紀尾井町 4‐1 TEL. 03-3265-1111

5 月 31 日(火)

場所

09:15～10：45

芙蓉

会長・幹事会

10：45～11：00

芙蓉

会長・幹事会登壇リハーサル

10：00～10：45

予定

山崎直子様講演会

11：00～12：37

鳳凰

新入会員昼食会

11：00～12：30

翠鳳

PHS、メジャードナーの集い

13：00～14：33

芙蓉

本会議(第 1 部)

15：03～18：05

芙蓉

本会議(第 2 部)

18：10～20：30

鳳凰

会長幹事晩餐会

18：10～20：30

【他地区】ご来賓・ガバナー懇親会

