
 

 

 

２０２２年１１月９日 
東京臨海 RC   【第１２５６回例会】 

東京臨海北斗 RSC 【第６５回例会】 

 

嶋村文男ガバナー公式訪問 

「ガバナー卓話」 

国際ロータリー第 2580地区 

ガバナー 嶋村文男様 

 

 
 

 

 
 

 

 

「ロータリー財団月間に因んで」 

国際奉仕委員会委員  

ロータリー財団担当 田村浩康様 

 

 

 

   

 

 

６月１日の卓話 ６月１５日の卓話 

１１月９日の卓話 １１月３０日の卓話 

≪2022 年 10 月 26 日例会報告≫ 

髙橋映治ガバナー補佐訪問 

 東京臨海 RC 第 1255 回  

 東京臨海北斗 RSC 第 64 回  

司会：諌山会員 

■点鐘：東京臨海 RC 杉浦孝浩会長 

    東京臨海北斗 RSC 小松啓祐議長 

 
 

■ロータリーソング斉唱「それでこそロータリー」 

：ソングリーダー：吉成副委員長 

■「四つのテスト」斉唱（歌） 

 

■「ロータリーの目的」東京臨海 RC抜萃 Ver.唱和 

：酒井副会長 

 

 

 

 
■来賓・ゲストスピーカー紹介：杉浦会長 

ガバナー補佐 高橋映治様 

地区幹事   大澤一隆様（東京江戸川中央 RC 所属） 

地区青少年交換委員会委員 長谷川隆様（東京江戸川

中央 RC所属） 

第 58期地区青少年交換派遣予定学生 田邉さくら様 

田邉さくら様の父 田邉 肇様 

 

■ビジター紹介：今会員 

 本日は、いらっしゃいませんでした。 

 

■ご挨拶 

・ガバナー補佐 高橋映治様 

・地区幹事 大澤一隆様 

・地区青少年交換委員会委員 長谷川隆様 

・第 58期地区青少年交換派遣予定学生 田邉さくら様 

・田邉さくら様の父 田邉 肇様  
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■会長報告：杉浦会長 

・本日は、高橋映治ガバナー補佐訪問です。高橋ガバナ

ー補佐、大澤地区幹事をお迎えして「第 2 回クラブ

協議会」を開催致しますので、卓話はなく、例会を 1

時に終了させて頂きます。 

・入会式 

◇東京臨海北斗 RSC新会員：椎橋正樹様 

①職業分類：割烹飲食業 

②推薦者：佐藤大輔会員・伊佐康暢会員 

③カウンセラー：大西洋平会員 

④所属委員会：会場監督委員会 

 
◇東京臨海北斗 RSC新会員：曽根 哲様 

①職業分類：産業廃棄物汚泥収集運搬業 

②推薦者：菅原友行会員・鈴木孝行会員 

③カウンセラー：本多信雄会員 

④所属委員会：職業奉仕委員会 
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■幹事報告：井上幹事  

・本日は、例会後、3階「吉野の間」にて、第 2回クラ

ブ協議会を開催致しますので、会員皆様のご出席を

お願い致します。 

・次週 11月 2日は、祝日週で例会を休会としておりま

す。 

・次回例会 11月 9日（水）は、嶋村文男ガバナー公式

訪問です。記念写真撮影を例会前に致しますので、

全会員様参加で、11 時 45 分にご集合下さるようお

願い致します。 

・世界ポリオデー2580街頭募金開催報告 

世界ポリオデー2580・街頭募金活動を 10月 23日（日）

錦糸町駅南口広場で開催致しました。詳細は、週報

に掲載いたします。 

・地区ローターアクトから、第 2750 地区・第 2580 地

区ローターアクト＆ロータリー米山奨学生学友会主

催南北合同行事「プロギング」のご案内が届いてお

ります。 

 「プロギング」とは、スウェーデン発祥のゴミ拾いに

専念したランニングのことです。「プロギング」を通

じて、ローターアクターやロータリー米山奨学生学

友会との交流を深めたく思っています。交流を機会

にこれからの活動に繋げ、また、ローターアクトク

ラブの社会的認知度の向上を図りたいと考えており

ます。開催日は、11月 13日（日）です。申込は、10

月 28日までに、東京臨海 RC事務局へお願いします。 

・ガバナー月信 11月号を 10月 25日会員皆様へメール

送信致しました。 

 
■委員会報告  

本日は、委員会報告ございません。 

■出席状況報告：櫻田副委員長 

東京臨海 RC 

 会員数：57名 

出 席：36名 

欠 席：21名 

 出席率：65.45％ 

東京臨海北斗 RSC 

 会員数：27名  

出 席：11名（例会場：11名 ZOOM：0名） 

欠 席：16名          

出席率：40.74％ 

■ニコニコ BOX報告：今井会員 

(ご意向)地区青少年交換委員会として伺いました。 

 ：地区青少年交換委員会委員 長谷川隆様 

(ご意向)本日は、高橋ガバナー補佐訪問です。皆様、ク

ラブ協議会よろしくお願い致します。：杉浦会長、 

酒井副会長、井上幹事、柴田会員、小松啓祐会員、 

髙橋会員、寺田雄司会員、畠山会員、小林誠会員、 

勝間田会員、見浪会員、村社会員、菅原会員、 

入澤会員、笹島会員、佐藤大輔会員、須藤会員、 

関口会員、今会員、佐久間裕章会員、伊佐会員、 

熊澤会員、栗山智宏会員、秋田会員、田村会員、 

渡辺会員、本多会員、櫻田会員、橋本会員、諫山会員、 

樋口会員、田中会員、坂本会員、斉藤会員、吉成会員、

大西会員、山田晃久会員、小松靖教会員、今井会員 

 

 
■卓話  

本日、卓話はございません。休憩を挟んで「第 2 回

クラブ協議会」を開催致します。 

 

■点鐘：東京臨海 RC 杉浦孝浩会長 

    東京臨海北斗 RSC 小松啓祐議長 

 

 
 

髙橋映治ガバナー補佐訪問 

第 2回クラブ協議会報告 

日時 2022年 10月 26日(水)13：15～15：00 

場所 東武ホテルレバント東京 3階「吉野の間」 

来賓 ガバナー補佐 高橋映治様   

地区幹事   大澤一隆様 

 
（敬称略） 

司会：幹事 井上晴貴 

◇開会挨拶・来賓紹介：会長 杉浦孝浩 

◇挨拶：ガバナー補佐 高橋映治 

◇会長・各担当者より、方針と計画・クラブの取組発表 

・会長：杉浦孝浩 

＜クラブ奉仕部門＞ 

・副会長・クラブ奉仕委員会：委員長 酒井教吉 

・ロータリー情報・クラブ研修リーダー： 

副委員長 佐藤正樹 

【38 件 58,000 円 今年度累計 910,000 円】 
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・ロータリー情報・カウンセラー会議：委員村社研太郎 

・基金活性化・ニコニコ：委員 今井博 

・諸団体交流・新会員ピックアップ増強チーム： 

副委員長 寺田雄司 

・親睦活動委員会：委員長 佐久間裕章  

・レクリエーション・二次会構成・ゴルフ幹事： 

委員 秋田將宏 

・会場監督委員会：委員長 柴田剛 

・プログラム構成委員会・会報：委員長 伊佐康暢 

・プログラム構成委員会・IT・公共イメージ： 

委員 諌山豊 

・プログラム構成委員会・プログラム：委員 今翔乃 

＜職業奉仕部門＞ 

・職業奉仕委員会：委員長 本多信雄 

・自事業活性化委員会：職業奉仕委員長 本多信雄 

＜社会奉仕部門＞ 

・社会奉仕委員会：委員長 坂本康朋 

・RCC：委員 白井正三郎 

・オレンジボール：委員 櫻田誠一 

・パラボール：委員 渡辺真吾 

＜国際奉仕部門＞ 

・国際奉仕委員会：委員長 勝間田健一 

・姉妹クラブ：副委員長 舛本俊輔 

・バギオ基金：委員 山田晃久 

・ロータリー財団：委員 田村浩康 

・米山奨学：委員 入澤昭彦 

＜青少年奉仕部門＞ 

・青少年奉仕委員会：委員長 大西洋平 

・青少年交換：青少年奉仕委員長 大西洋平 

・東京臨海北斗 RSC：議長 小松啓祐 

◇参加メンバーから 

◇地区幹事コメント：地区幹事 大澤一隆 

◇ガバナー補佐コメント：ガバナー補佐 高橋映治 

◇閉会挨拶：副会長 酒井教吉 

 
 

 

 

ようこそガバナー 
2022-2023年度 

国際ロータリー第 2580地区 
    しまむら   ふみお 

ガバナー 嶋 村 文 男 氏 
 

  
 

生 年 月 1963年(昭和 38年)7月 

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 

 

＊2015-2016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） 

当クラブ例会変更 

2022年 11月 16日（水）：休会 

 （第 2回パラボールフェスティバル開催日の為） 

2022年 11月 23日（水）：休会（祝日） 
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「世界ポリオデー2580・街頭募金活動」を錦糸町駅南

口広場で開催致しました。南口担当クラブは、東京臨

海 RC、東京江戸川中央 RC、東京臨海東 RC、東京臨海西

RCの 4クラブ、そして安田学園インターアクトクラブ

さんも協力して募金活動に励みました。 

当クラブでは、菅澤会員の息子さんも参加されました。 

皆で活躍した結果 112,787円の寄付が集まりました。 

沢山の寄付が集まり、大成功に終わり、集計振込は東

京江戸川中央 RCさんが行ってくれます。様々ありがと

うございました。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

世界ポリオデー２５８０ 

街 頭 募 金 活 動 開 催 報 告  
期日：2022年 10月 23日（日）10：00-12：00 場所：錦糸町駅南口広場 

場所：錦糸町駅前南口広場 

 

 


