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ビュッフェ例会
テーマ「青少年交換について」

＊ 11 月 23 日は休会となります。

会長報告

1．12 月 21 日開催のクリスマス家族会ご案内を配布

いたしました。

ディズニーシ―・ミラコスタでの開催となりま

すので、ご家族皆様でご参加下さい。

2．青少年交換学生の派遣 並びに 受入のスポンサー

クラブを引き受けました。

派遣学生の小林　粋さんは来週 16 日に来会され

ます。

受入学生は 2023 年夏頃に来日予定です。国や性

別は、まだ未定ではありますが、ホストファミ

リーなどの準備が必要です。

つきましては、来週 16 日にクラブフォーラムを

開催することとなりました。

忌憚ないご意見をお聞かせください。

第 1438 回例会 2022 年 11 月 16 日発行（No.1382）

本日の例会（11 月 16 日） 次回の例会（11 月 30 日）

「内容を録音したデータが事務局にあります」

卓 話

株式会社　Sports　SNACKS

代表取締役

紹介者　上田　晋会員

「第５回クラブフォーラム」

「スポーツを通して
ゆたかな社会をつくる」

佐藤　峻一　様

11 月 9 日　第 1437 回例会報告

卓話をされる佐藤様

幹事報告

1．11 月のロータリーレートは 1ドル＝ 148 円です。

2．来週 16 日は「第 5回クラブフォーラム　テーマ：

青少年交換について」を開催します。

終了時間は 13：30 を予定していますが、延長の

場合 14：00 となります。

また、社会・青少年奉仕委員会からご案内があ

りますが、30 日例会後に「二宮金次郎」映画上

映会を行います。

こちらの終了時間は 15：30 頃となりますので、

ご留意の程お願い致します。

映画上映会については、準備の都合上、参加・

不参加をクラブ事務局へお知らせください。

http://www.t-hongo-rc.gr.jp
office@t-hongo-rc.gr.jp
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クリスマス家族会への
景品寄贈のお願い

クリスマス家族会の中で計画をしてお
ります「くじ引き抽選会（予定）」への景
品の御寄贈を賜りたく、お願い申しあげ
ます。商品券、宿泊券の金券、目玉とな
る高額商品等、より多くの御寄贈賜りた
くお願い申し上げます。
ご寄贈の品物は、配布済みの用紙に必

要事項をご記入の上、12 月 7 日までに例
会場、又は事務局へお届けいただきたく、
あわせてお願い申し上げます。

クリスマス家族会のご案内

今年度、クリスマス家族会は、東京ディズニー

シー・ホテルミラコスタにて開催いたします。ご参

加の皆様お一人お一人に楽しい時間をお過ごしいた

だき、思い出に残るように準備をすすめているとこ

ろです。ご参加をお待ち申し上げております。

記

日　時 2022 年 12 月 21 日（水）

受付開始 17：30

例　　会 18：00 ～ 18：15

クリスマス家族会 18：15 ～ 21：00

会　場 ディズニーシー・ホテルミラコスタ

 パラディーゾ

※会費については別途ご案内をご確認下さい。
以上

【社会青少年奉仕委員会からのお知らせ】
映画 「二宮 金次郎 」観賞のご案内

会員各位におかれてはローター活動にご理解ご協

力を賜り有難うございます。

当委員会では先般よりご案内させて頂いておりま

す映画「二宮金次郎」の上映を下記の通り企画致し

ました。

つきましては多くの会員各位のご参加を期待しご

案内させて頂きます。

記

日　　時 11 月 30 日   例会後

場　　所 例会場 (上映時間約 1時間 50 分 )

開催趣旨 今後この事業をどの様に展開していく

か各位のご意見を賜る為。

以上

「ロータリー財団月間」

11 月はロータリー財団月間であります。

廣瀬会長、山路 SAA のご了承をいただき、11 月 9

日はミリオンダラーミールとさせていただきました。

ミリオンダラーミールとは、通常の例会食事より

安価とし、その差額分をロータリー財団へ寄付をす

るというもので、今回の差額分については、ポリオ

へ寄付をさせていただきます。

今年度はポリオデーとして、クラブでの募金活動

も計画中です。詳細が決まり次第ご案内いたします

ので、ご協力の程お願い致します。

ニコニコＢＯＸ

＊松田秀明会員

入院治療のため、長らくお休みをいただき、ご心

配をおかけしましたが、今日から例会に復帰しま

した。今後ともよろしくお願い致します。

＊上田　晋会員

佐藤さん、本日のお話をとっても楽しみにしてお

りました。感謝致します。

＊山路敏之会員

仕事でハワイに行っておりました。1 日だけワイ

アラエ CC でプレーする事ができ、感謝です。

＊深澤壽一会員

本日 55 回目の結婚記念日。夫婦共に元気でなに

よりです。

＊澤部利藏会員

近所にスズメバチの巣を発見しました。本人に伝

えようとインターホンを押しても会えず、区役所

と警察署に相談しても駆除されません。どうした

ものでしょう。

＊星野大記会員

エンドポリオのチャリティーコンサート、2023

年 5 月 3 日（土曜日）に新宿の東京オペラシティ  

リサイタルホールで開催できることになりまし

た。東京音大の石附先生のご紹介です！

ROTARY ROTARY ROTARY ROTARY ROTARY

ROTARY ROTARY ROTARY ROTARY ROTARY

ニコニコＢＯＸ 21,000 円

累　　計 482,828 円

出　　席

会員数：47名　出席数：27名　欠席数：6名

出席免除者数：3名　特別措置出席免除者数：11名

出席率：81.82％

10 月 19 日修正後出席率：82.05％

クラブゲスト：佐藤峻一様（卓話講師）

 小林巧汰様（卓話同行者）
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        10/31までの判明分 
 

実施クラブ 実施日/場所 活動内容 他クラブ参加  

東京武蔵村山 RC 11/12(土) 
11/13(日) 

村山デエダラまつり （ロータリーPR活動・ポリ
オ募金活動） 

 

東京葛飾東 RC 11/2(水) 葛飾区社会福祉協議会へ車いすの寄贈   

東京浅草 RC○財  11/29(火) たいとこネットお弁当プロジェクト NPO法人た
いとこネットの支援として学校から帰っても世話
のする大人のいない子供に地元浅草の老舗飲食店
よりお弁当を配布します。10月は浅草今半の牛丼
弁当と紀文堂の人形焼、11月は小柳の鳥弁当と三
鳩堂の人形焼を予定しております。単にお弁当を
配るだけではなく地元の食文化も体験し、食育に
もつながればと考えております。 

 

東京小石川 RC 11/13(日) 赤城山植林活動 with ガールスカウト 後楽 RC 

東京臨海西 RC 11/16(水) 第 2回パラボールフェスティバル 近隣クラブ打
診予定(10名) 

東京お茶の水 RC 11/19(土) 河川清掃とウオーキングクリーンプロジェクト  

石垣 RC○財  11/30(水) 八重山特別支援学校 防災支援事業  

東京青梅 RC 12/20(火) 第２回フードドライブ 11：30～13：30 有 (余剰食材
を持ち込んで
下さい。) 

東京青梅 RC○財  12/24(土) １２月２４日（土）地区補助金対象事業 青梅ク
リスマス大炊き出しｉｎ新町御嶽神社 青梅市内の
新町御嶽神社にて東京青梅ロータリークラブＨＰ
等、協力団体ＨＰ等、地域新聞、ケーブルＴＶの
メディアを利用して事前に青梅市民に対して告知
し、来場した生活困窮者や一人親世帯にクリスマ
スらしく「チキン」を無料にて配布します。 

    
近隣クラブ打
診予定(弁当配
布のお手伝い) 
  

東京丸の内 RC○財  12月 木工などのクラフト制作によって精神障害を患っ
た方々の社会復帰をサポートしている、HIKARIさ
んによる、作品発表会と実績報告会。 

検討中 

 
（※）10月 31日時点で事前登録フォームに登録された情報（開催決定とされているもの）を中心に

紹介していますが、その後、実施日も含めて変更になることもありますのでご了承下さい。 
(※)  他クラブ参加の欄に記載がある奉仕活動は、他クラブからの参加も可能な活動です。 

参加を希望される方は、実施クラブ事務局まで直接お問い合わせ・お申し込み下さい。 
（※）来年１月以降に予定されている奉仕活動は、次号以降に掲載させていただきます。 
（※）○財が付された活動は、ロータリー財団地区補助金プロジェクトです。 


