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第 1 回 クラブフォーラム第 1 回 クラブ協議会

テーマ「少年野球大会について」テーマ「事業計画について」

理事会報告

1．土井康嗣会員の 6 月末日に遡っての退会が承認

された。

2．少年野球大会　移動例会は、第 1 候補はグラウ

ンドとし、東京ドーム側に調整してもらい、指

定された場所で行う。

大会に参加した会員は、点鐘の場にいなくても

出席扱いとする。

3．ガバナー公式訪問　スケジュールは、地区提案

の内容で従って実施する。

フリータイムはガバナーと会員の懇談とする。

クラブ協議会テーマはガバナー補佐との打合せ

をふまえ、後日定める。

4．ポリオデーは　星野ロータリー財団委員長にお

いて検討いただく。

5．会員配偶者誕生日の贈り物の件

エドモントの焼き菓子を贈ることが承認された。

第 1424 回例会 2022 年 7 月 13 日発行（No.1369）

本日の例会（7月 13 日） 次回の例会（7月 20 日）

7 月 6 日　第 1423 回例会報告

「ハンマータッチ」

「熊井直前会長」 「廣瀬新会長」

「新旧　会長挨拶」

熊井　寛 直前会長

廣瀬英昭 新会長

会長報告

1．ロータリー希望の風より、あじさいバザーの売

上金を寄付の件でお礼状と領収書が届いていま

すので、報告いたします。

2．本日は北分区ガバナー補佐 髙橋義一様がお見え

になっておりますので、ご挨拶をいただきたい

と思います。



ニコニコＢＯＸ

＊髙橋義一様（北分区ガバナー補佐）

廣瀨会長、クラブの皆

様、新年度を迎え、誠

におめでとうございま

す。
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第1回・第2回
クラブフォーラム開催通知

下記の日程にて、クラブフォーラムを開催致します。

忌憚のないご意見をお聞かせいただきたく、是非

多数のご出席をお願い申し上げます。

記

＊第 1回クラブフォーラム

2022 年 7 月 20 日（水）第 1425 回例会時

テーマ「少年野球大会について」

＊第 2回クラブフォーラム

2022 年 7 月 27 日（水）第 1426 回例会時

テーマ「社会・青少年奉仕について」

例会開始 12：30

フォーラム 13：00 ～ 14：00（予定）

場　　所 例会場　3階「春琴の間」

ニコニコＢＯＸ	 61,000 円

累　　計	 61,000 円

幹事報告

1．2022 年 6 月 30 日付、東京池袋ロ―タリ―クラブ

と東京豊島東ロータリークラブが合併し、東京

池袋豊島東ロータリークラブとなりましたので、

お知らせいたします。

2．本日、新年度の会員名簿を配布致しましたので、

ご確認をお願い致します。

尚、「事業計画書」については、完成が遅れてい

るため、出来次第メール配信いたします。

また、「クラブ HP や SNS 等に関する会員意向調

査として、ご案内を配布いたしました。

内容をご確認いただき、ご返信をお願い致します。

不明な点がございましたら、幹事　三浦までご

連絡下さい。

3．来週、13 日は、「事業計画について」をテーマに

クラブ協議会を開催します。

委員長の皆様はご出席をお願いします。

尚、7 月は 20 日、27 日と続けて「クラブフォー

ラム」を開催します。

終了時間が 14：00 となりますので、ご留意の程

お願い致します。

出　　席

会員数：47名　出席数：33名　欠席数：4名

出席免除者数：4名　特別措置出席免除者数：6名

出席率：89.19％

6 月 22 日修正後出席率：90.48％

クラブゲスト：髙橋義一様（北分区ガバナー補佐）

＊澤部利藏会員

廣瀨会長、三浦幹事、一年間よろしくお願い致し

ます。

＊林　一好会員

チョッと、いいことがありました。新年度ヨロシ

クお願いします。

＊杉山和也会員

新年度よろしくお願いします！

＊市河久和会員

廣瀨年度の開幕、おめでとうございます。今年度

が実り多き 1 年になりますように。新会長、幹事

よろしくお願いいたします。

＊塙　弘道会員

前熊井会長、星野幹事ご苦労様でした。廣瀨会長、

三浦幹事よろしくお願いします。

＊清水卓治会員

廣瀨会長、ご活躍期待しております。

＊服部浩美会員

新会長 廣瀨さん、幹事 三浦さん今年度よろしく

お願いします。頑張って下さい。旧会長 熊井さん、

旧幹事 星野さんお疲れ様でした。

＊古関伸一会員

熊井前会長、星野前幹事一年間お疲れ様でした。

廣瀨会長、三浦幹事、よろしくお願い致します。

＊伊藤　守会員

ごぶさたしています。

久しぶりにロータリー

に帰ってきました。

命拾いしました。

伊藤会員お帰りなさい！

＊廣瀬英昭会員

1 年間よろしくお願いします。特に時間がないの

に野球大会シミズオクトさんと共催します。よろ

しくお願いします。

＊三浦謙吾会員

誕生日祝い、ありがとうございます。チョッと、

いいことがありました。1 年間、幹事として頑張

ります。どうぞよろしくお願いいたします。



1年 100％アテンダンス（3名）
杉﨑眞弥会員、杉山和也会員、市倉　泰会員

2年 100％アテンダンス（12名）
土井康嗣会員、原田睦巳会員、星　真人会員、
市河久和会員、飯田美里会員、木村敬道会員、
松田秀明会員、中西文太会員、田上睦深会員、
上田　晋会員、山田英明会員、山﨑　薫会員

3年 100％アテンダンス（2名）
栗原浩之会員、篠﨑陽一会員

4年 100％アテンダンス（2名）
服部浩美会員、中林ゆかり会員

5年 100％アテンダンス（4名）
飯塚貞子会員、熊井　寛会員、三浦謙吾会員、
長久保スミ子会員

7年 100％アテンダンス（2名）
中川了滋会員、渡辺新吉会員

8年 100％アテンダンス（3名）
廣瀬英昭会員、星野大記会員、井田吉則会員

9年 100％アテンダンス（1名）
山路敏之会員

10年 100％アテンダンス（1名）
本郷　滋会員

12年 100％アテンダンス（2名）
林　一好会員、菅野日彰会員

13年 100％アテンダンス（2名）
松岡　浩会員、澤部利藏会員

14年 100％アテンダンス（1名）
河合　洋会員

16年 100％アテンダンス（1名）
齋藤陽彦会員

17年 100％アテンダンス（1名）
相本秀次郎会員

22年 100％アテンダンス（1名）
近藤博隆会員

23年 100％アテンダンス（2名）
古関伸一会員、清水卓治会員

24年 100％アテンダンス（1名）
松下和正会員

26年 100％アテンダンス（1名）
小出　豊会員

27年 100％アテンダンス（1名）
伊藤　守会員

28年 100％アテンダンス（2名）
塙　弘道会員、柴山修一会員

30年 100％アテンダンス（2名）
深澤壽一会員、鈴木嘉男会員

31年 100％アテンダンス（1名）
加藤利雄会員

32年 100％アテンダンス（2名）
秋本康彦会員、米倉伸三会員

熊井　寛会員（通算2回目）

2021 ～ 2022年度
100％ アテンダンス表彰者

「ホームクラブ100％」表彰者

【クラブHP、SNS等に関する】
会員宛意向調査について

クラブ HP にパスワード付きの会員限定ページを

設け「会員名簿」並びに「事業計画書」を掲載する

準備を進めていますが、クラブ HP への会員名簿の

掲載や「Facebook」「週報」においても写真掲載を

望まれない方はクラブ事務局へご連絡をお願い致し

ます。

今回の調査をもとに、写真掲載不可のご連絡をい

ただいた方についてはクラブの HP、Facebook、週報

において、写真の掲載は致しません。

※「事業計画書」には委員会編成、委員会ページが

あるため、氏名の掲載はございます。

※「週報」「Facebook」においても氏名の掲載はご

ざいます。

※ ｢週報 ｣はクラブ HP にもアップをしております。

※下記にて写真掲載不可を選択された場合も、記録

を残すために例会・奉仕活動の場等では撮影をさ

せていただきます。

2022年規定審議会
クラブと地区に関連する重要な変更

2019 年手続要覧においては、ロータリークラブ定

款　第 10 条　第 5節　b）1つ又は複数のロータリー

クラブのロータリー歴と会員年齢の合計が 85 年以

上であり、少なくとも 20 年のロータリアン歴があ

れば、書面をもって理事会へ申請し理事会承認が得

られた場合、免除可能でした。

2022 年手続要覧より、1 つ又は複数のロータリー

クラブのロータリー歴と会員年齢の合計が 85 年以

上であり、少なくとも 20 年のロータリアン歴があ

ることの条件は同じですが、クラブ理事会の承認を

必要としないことが明確になりました。

手続きには、出席規定の適用を免除されたい希望

を、書面をもってクラブ幹事に通告することが必要

ですので、この点ご留意をお願いいたします。

以上
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