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東京江北ロータリークラブ
会長 渡邉浩／会長エレクト 張替俊光
幹事 影山幸一郎／副幹事 中山高徳
会報・ＩＴ委員長 原田寛
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Rotary Rate 130 円
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本日インターアクトクラブの例会が16
時より潤徳女子学園にて開催
⚫ 次週例会、次年度の橋本地区ガバナー補
佐、市川地区副幹事が来訪予定
⚫ 本日例会終了後、現次合同理事会 竹の
間にて開催
委 員 会 報 告
⚫

なし

会 長 報 告
⚫

4 月 28 日(木)に潤徳女子学園インターア
クトクラブ例会に影山、渡邉、吉田潤、原
田の 4 名で出席して参りました。高校一年
生の生徒さんも入部され、新しい年度が始
まり、楽しい雰囲気で活発な活動をされて
いる様子を窺うことができました。また潤
徳の校長先生からご報告いただきまして、
5 月 8 日(日)には合同活動で地区の清掃活
動を、インターアクトクラブの生徒 5 名が
参加されて活動されたとの事です。活発に
活動されているということで喜ばしく思
います。また本日も、16 時より潤徳学園で
インターアクトクラブの例会があるそう
ですので、ご希望の方はご参加いただけれ
ばと思います。

⚫

⚫

職業分類委員会…職業分類が変更のあ
る方は、お申し出ください。来週5/19例
会前12時から職業分類委員会を開催予
定です。
ロータリー情報委員会…家庭集会グル
ープＡ～Ｆの６つのグループで行いま
す。それぞれの日程はすでに決まりまし
た。コロナ禍で３年ぶりの開催となりま
すので、皆様それぞれお考えのこと、疑
問のあることを各グループで和気あい
あいと進めていただきたいと思います。
雑誌広報委員会…今月は青少年奉仕月
間です。
「若年化する薬物パンデミック」
について 乱用される主な薬物が掲載
されています。近年、SNSでタバコや酒よ
り大麻は有害性がなく安全、などといっ
た間違った情報が拡散し、急速に乱用が
増えている。との事です。
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⚫

副幹事…会員名簿用の確認用紙につい
て 内容をご確認の上、変更の有無を記
入し、お帰りの際に受付に提出をお願い
します。
出 席 報 告 会員46名中39名 出席率85％
Remote ６名
前々回の出席率 93.48％

ニコニコ（●＾o＾●）ボックス
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⚫
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会員お誕生日祝
…船木君
奥様お誕生日祝
…石鍋君 伊藤君
渡邉会長 影山幹事…本日、クラブ協議会にて
次年度の活動方針等が説明されます。新たな年
度のスタートを楽しみに思います。皆様方のご
協力を宜しくお願い申し上げます。
張替君 中山君…本日のクラブ協議会発表の
皆様、よろしくお願いします。会員の皆様、よ
ろしくお願いします。
合計 15,000 円 累計 1,604,198 円円

クラブ協議会
5 月 12 日(木)の例会は、2021-22 年度 第３回、
2022-23 年度 第１回クラブ協議会を、上野精養軒
藤の間に於いて開催しました。
■2022-23 年度 国際ロータリー
会 長：ジェニファー E. ジョーンズ氏
クラブ：ウィンザー・ローズランドＲＣ（カナダ）
テーマ：イマジン ロータリー／IMAGINE ROTARY
■第 2580 地区
ガバナー：嶋村文男氏 東京東江戸川ＲＣ
東分区ガバナー補佐：大澤栄一 東京江東ＲＣ
高橋映治 東京臨海ＲＣ
★橋本雅克 東京足立ＲＣ
（当クラブ担当）
■東京江北ロータリークラブ
会 長 張替俊光君
テーマ「伝統 踏み出そう、新しい第一歩」
■4 月 15 日（金）地区研修協議会出席者
会長部門 張替俊光君、幹事部門 中山高徳君（代
行 細沼謙久君）、クラブ奉仕部門 羅山能弘君、職
業奉仕部門 影山幸一郎君、社会奉仕部門
本日の卓話

「足立区のコト・モノ・ヒト」
フリーライター・編集者／
足立区シティープロモーション課 舟橋左斗子氏
紹介者 大林君

今井太郎君、国際奉仕部門 伊藤隆君、青少年奉仕
部門 長谷正一君、ロータリー財団部門 守屋裕之
君、米山奨学部門 畠山信弘君、ポリオデー・アー
スデー部門 小林光夫君、クラブ研修リーダー部門
原田寛君。地区関係者として、ベルマン君、人見
君、渡邉君、平岩君、鈴木（喬）君の 16 名が出席
した。

2021-22 年度 家庭集会
例会開催日順 ☆＝幹事役
■Ｆグループ■■■■■■■■■■■ ７名
５月１７日（火）18:00～
麻布十番 かに諒
樽澤リーダー 守屋君 張替君 中山君
☆人見君 鈴木(又)君 君塚君
■Ａグループ■■■■■■■■■■■ ８名
５月１８日（水）18:00～
赤坂 懐石料理 折おり
原田リーダー 佐藤君 福本君 船木君
小林君 ☆追分君 吉田(潤)君 成田君
■Ｄグループ■■■■■■■■■■■ ６名
５月１９日（木）18:00～
丸の内 ルブールノアゼット
吉田(正)リーダー 渡邉会長 石鍋君 長谷君
高橋(秀)君 川村君
■Ｃグループ■■■■■■■■■■■ ８名
５月２０日（金）18:30～20:30
上野の森 スモークダイニングＧＡＧＡ
小出リーダー 田中君 ベルマン君 畠山君
高橋(史)君 細沼君 芦川君 米山奨学生
■Ｂグループ■■■■■■■■■■■ ８名
５月２４日（火）18:00～
北千住 KAJYULABO カジュラボ
海老沼リーダー 影山幹事 鈴木(敏)君
今井君 テボー君 張君 松井君 大林君
■Ｅグループ■■■■■■■■■■■ ７名
５月２６日（木）18:30～
千駄木 吉里 谷中総本店
芝リーダー 鈴木(喬)君 濱中君 伊藤君
平岩君 土屋君 ☆岩崎君
次週卓話予定 5/26

「投資教育について」
野村ホールディングス サステナビリティ推進室
柏崎洋平氏
紹介者 君塚君

