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ガバナー公式訪問

第 2580 地区ガバナー

（東京東江戸川 RC）
嶋村　文男　様

第 1434 回例会 2022 年 10 月 12 日発行（No.1378）

本日の例会（10 月 12 日） 次回の卓話（10 月 19 日）

≪ 2022-2023 年度

国際ロータリー第2580地区ガバナーご略歴≫

嶋村　文男様　略歴

生年月日 1963（昭和 38 年）7月 4日

所属クラブ 東京東江戸川ロータリークラブ

職業分類 一般貨物輸送

勤 務 先 島村運輸倉庫株式会社　代表取締役社長

【最終学歴】 

1987 年 3 月 法政大学法学部政治学科 卒業

【職　　歴】

1987 年 4 月 株式会社日鉄ライフ 入社

1990 年 1 月 島村運輸倉庫株式会社 入社

1998 年 5 月 島村運輸倉庫株式会社 代表取締役就任

【ロータリー歴】

2006 年（平成 18 年）1月 10 日 入会

2007 ～ 2008 年度 会報・雑誌委員長

2008 ～ 2009 年度 副幹事・青少年育成委員長

2009 ～ 2010 年度 理事・社会奉仕委員長

2010 ～ 2011 年度 理事・親睦活動委員長

2011 ～ 2012 年度 新世代奉仕委員長

2012 年 1 月～ 6月 理事

2012 ～ 2013 年度 理事・新世代奉仕委員長

地区米山奨学委員会　委員

2013 ～ 2014 年度 役員・幹事

地区米山奨学委員会　委員

2014 ～ 2015 年度 理事・国際奉仕委員長

地区米山奨学委員会　副委員長

2015 ～ 2016 年度 理事・クラブ奉仕委員長

役員・副会長

地区米山奨学委員会　副委員長

2016 ～ 2017 年度 会長

2017 ～ 2018 年度 役員・幹事

地区ポリオプラス委員会　委員

2018 ～ 2019 年度 地区ＲＹＬＡ委員会　委員長

2019 ～ 2020 年度 ガバナー補佐

＊ 2015-16 年度 ポリオのない世界のための奉仕賞 受賞

＊ロータリー財団メジャードナー

＊ポール・ハリス・ソサエティ

＊米山功労者メジャードナー

（2022 年 5 月現在） 

World Road CEO

紹介者　上田　晋会員

「201 ヵ国  202人の夢×SDGs」

市川　太一　様

http://www.t-hongo-rc.gr.jp
office@t-hongo-rc.gr.jp
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＊木寅雅之様（地区青少年交換委員）

このたびは、青少年交換のスポンサー

クラブをお引受け頂き有難うござい

ます。

＊鈴木嘉男会員

五十嵐様、卓話宜しくお願い致します。楽しみに

しております。武田さんようこそ。

＊塙　弘道会員

青木さん入会お目出当ございます。

＊林　一好会員

誕生日祝い、ありがとうございます。青木さん入

会おめでとうございます。　

＊杉﨑眞弥会員

昨年 12 月 24 日からレストア中。

＊松下和正会員

加藤さんのご冥福、お祈り申し上げます。8 月に

は大変お元気でクリスマス家族会には孫たちたく

さん連れてくるよとおっしゃっていたので残念で

す。先々週韓国に元米山奨学生の河さんのお嬢さ

んのウェディングパーティーに行って来ました。

河さんの研究室に加藤さんの寄書きのある本郷

ロータリーのバナーが掲げられていました。こん

なことになるとは。河さんからロータリアンにく

れぐれもよろしくと。

幹事報告

1．9 月のロータリーレートは 1 ドル =145 円となり

ます。

2．テーブルに配布しています週報 P3 ～ 4 に星野カ

ウンセラーと千　宰弘君が参加しました「米山

記念奨学生合同合宿研修」の報告と感想が掲載

されております。

3．会長からもお話しがありましたが、来週 12 日は

ガバナー公式訪問となります。

例年と異なり、例会後にクラブフォーラムを開

催いたします。

忌憚ないご意見をお願いいたします。

出　　席

会員数：47名　出席数：32名　欠席数：4名

出席免除者数：5名　特別措置出席免除者数：6名

出席率：88.89％

9 月 14 日修正後出席率：86.11％

ヴィジター：1名

クラブゲスト：五十嵐 　匠様（卓話講師）

木寅雅之様（地区青少年交換委員）

会長報告

1．ガバナー月信 10月に 8月 2日に行われました「未

来にはばたけ！ 少年少女野球大会 in 東京ドー

ム」が掲載されております。是非、ご覧ください。

2．来週 12 日は、ガバナー公式訪問となります。

スケジュールをメールボックスヘ配布しました。

今年度は、ガバナー卓話の後に「クラブフォー

ラム」を開催いたします。

嶋村ガバナーを皆さんで迎えたいと存じますの

で、ご出席をお願い致します。

3．さて、本日は新しい会員をご紹介いたします。

西武信用金庫本郷支店 支店長 青木 秀会員です。

共にクラブ活動ができることを嬉しく思います。

「内容を録音したデータが事務局にあります」

代表取締役／映画監督

紹介者　鈴木嘉男会員

「映画監督として生きて
－二宮金次郎の復興－」

㈱ストームピクチャーズ

五十嵐 　匠　様

卓 話

10 月 5 日　第 1433 回例会報告

卓話をされる五十嵐様

＜新会員紹介＞

青木　秀　会員（昭和 44 年 1 月 19 日）

職業分類：19　金融機関

　　            　（信用金庫）

事業所：西武信用金庫本郷支店

役　職：支店長

所在地：東京都文京区本郷

           5-24-1-3F

推薦者：本郷　滋会員

　　　　秋本康彦会員

ニコニコＢＯＸ 24,000 円

累　　計 370,828 円



社会奉仕部門　通信　10、11 月号より


