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      WWWEEEEEEKKKLLLYYY   RRREEEPPPOOORRRTTT   
東東東京京京池池池袋袋袋西西西ロロローーータタタリリリーーークククラララブブブ      ＴＴＴhhheee   ＲＲＲoootttaaarrryyy   CCCllluuubbb   ooofff   ＴＴＴoookkkyyyooo   IIIkkkeeebbbuuukkkuuurrrooo   ＷＷＷeeesssttt   

 
222000111777---111888 年年年度度度    ＲＲＲＩＩＩテテテーーーマママ       RRROOOTTTAAARRRYYY：：：MMMAAAKKKIIINNNGGG   AAA   DDDIIIFFFFFFEEERRREEENNNCCCEEE   ～～～ロロローーータタタリリリーーー：：：変変変化化化をををもももたたたらららすすす～～～    

                           第第第 222555888000 地地地区区区キキキーーーワワワーーードドド    ／／／「「「感感感動動動ととと調調調和和和」」」    行行行動動動指指指針針針／／／「「「研研研修修修ととと実実実践践践」」」    

                                             クククラララブブブテテテーーーマママ／／／「「「ロロローーータタタリリリーーーににに新新新たたたななな魅魅魅力力力をををつつつけけけるるる」」」    

  

 

ＲＩ会長／イアン H.S. ライズリー 第 2580 地区ガバナー／吉田雅俊 
東京池袋西ロータリークラブ 創立 1972 年４月 10 日（承認 1972 年 5 月 12 日） 
例会／毎週月曜日 12：30～13：30 東武百貨店 14F バンケットホール 
会長／冨重克彦  副会長／西澤応人 (会長エレクト)・田島幸男  幹事／浦野静夫  
会報委員長／小原百合子   URL.http://www.ike-nishi-rc.jp/ 
事務局／豊島区池袋２-18-２-２０１ 
TEL:03-3982-8488  FAX:03-3982-8494  Ｅ-mail：ikew-rc@path.ne.jp  

 

第第１８３７回例会号 ２０１２年１月６日発行（第１８３６回合併号）  

 
 
 
 
 
司会：奥野 仁己 ＳＡＡ 

ロータリーソング：国歌、奉仕の理想  

ソングリーダー：西部 孝之 会員 

 
 
 

◇「入会式」佐藤 進 様  
      （紹介者：西部会員、齊木会員、塩島会員） 

 

       仲西  恭一 様 
（紹介者：今田会員、浦野会員） 
 

◇「会長年度方針」冨重会長 

◇「クラブ協議会」五大奉仕各委員長 

        （司会：浦野幹事） 
 

 

 

◇クラブ奉仕クラブフォーラム 

        ／奥野クラブ奉仕副委員長 
 

 
 
◇７月例会スケジュール 

祝 日 休 会 ：１７日（月） 

第２０６８回：２４日（月） 

卓話／担当 佐々木会員 

第２０６９回：３１日（月） 
卓話／担当 佐々木会員 

 
◇７月例会受付当番 

岩崎会員、田島会員、小原会員 
※１２：００までにご来場願います。 

 

◇７月のお祝いの方々おめでとうございます 

＜会員誕生祝：４名＞ 

西部会員・佐藤会員・浦野会員・本谷会員 
 

＜夫人誕生祝：３名＞ 

本谷夫人・田中夫人・齊木夫人 

＜結婚記念祝：１組＞ 小原会員ご夫妻  
 

＜皆勤祝：２名＞ 

本谷会員：26 年  大沼会員：4 年 

 

    ◆新年度ご挨拶 

  
       会 長／冨重 克彦 

今年度会長をやらせていただく冨重です。 

本年度ＲＩ会長、イアン H.S.ライズリー氏のテーマは 

「Rotary ：Making a Difference（ロータリー：変 

化をもたらす）」です。ロータリーとは何ですかと 

いう問いに私たちは行動をもって答えます。 

奉仕を通じて変化をもたらすことによって。 

また、当 2580 地区吉田雅俊ガバナーのキーワード 

は「感動と調和」、行動指針は「研修と実践」です。 

今年度は、上記の内容を踏まえ、私は「ロータリーに 

新たな魅力をつける」姿勢で臨みたいと思います。 

   第２０６６回例会号 ２０１７年７月３日発行（第 2065 回合併号） 

本日の例会／第２０６６回例会（７. ３） 

 

 

本日のプログラム 

お知らせ：クラブ内 

 

次回の例会／第２０６７回（７. １０） 
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また、会員の皆様と共に東京池袋西ロータリークラブ 

の特色である“風通しの良いクラブ”を維持承継する 

と共に、全ての会員の皆様が、活発に明るく楽しいク 

ラブ活動を送れるよう努めてまいります。 

皆様方のご理解とご支援、ご協力を心よりお願い申し 

上げます。一年間、どうぞよろしくお願い致します。 

 

 
 副会長（会長エレクト）／西澤 応人 

冨重会長、浦野幹事の年度がスタートします。 

副会長として、会長・幹事のサポートが出来る様に頑張 

って参ります。また、会の良い雰囲気が継続できるよう 

に、各委員長と協力し、運営をしていきたいと思います。 

1 年間、よろしくお願い致します。 

 

 

     幹 事／浦野 静夫 

今年度幹事をする浦野です。 

冨重会長が会長職を全うできるよう補佐するのが幹事の 

役割です。冨重会長の下、クラブが円滑に運営されるよ 

う努めます。しかしクラブ運営は会長・幹事の二人でで 

きるわけではありませんので、理事、役員を始め、会員 

お一人お一人のご協力が必要です。どうか一年、よろし 

くお願いいたします。 

 

             
 
 

司会：田口 直哉 副SAA  

ロータリーソング：それでこそロータリー  

ソングリーダー：塩島 賢次 会員 

 

 
 
 

田中 崇彦 様（東京王子RC） 

斉藤 直 様（東京豊島東RC） 
 
   
会長報告は特にございません。 
  
 
 
 

１．来週26 日は「最終夜間例会」のため、昼間の例会 

はありません。次回の通常例会は再来週、7月3日です。

２．【出席関連】 

①6 月 20 日開催「北分区新旧会長幹事会」に平井ガバ

ナー補佐、須藤分区幹事、中里分区副幹事、西部会長、

冨重次年度会長、浦野次年度幹事が出席します。 

②6 月 21 日開催「地区納めの会」に西部会長、須藤幹

事、平井会員が出席、同日開催「地区（新旧）ローター

アクト委員会」に平井会員が出席します。 

③6 月 24 日開催「米山奨学生親睦ボーリング大会」に

小原会員、郭さんが参加します。 
 

 

        

①クラブ協議会年度報告／五大奉仕各委員長 
 
◆冨重クラブ奉仕委員長 ◆田口職業奉仕委員長 

◆佐々木社会奉仕委員長◆奥野青少年奉仕委員長   

◆安達国際奉仕委員長より今年度の活動報告の後、 

中里 前会長(カウンセラー)の講評がありました。 
 

②臨時会員総会「定款・細則」の変更について 

        ／西部会長、平井検討委員長 
 
 6 月 5 日の例会で配布されたクラブ細則（理事会  

 案）ならびに弔意規定(改正案)が臨時総会にて満場  

 一致で承認されました。（定款は 2016 年手続要覧

「標準ロータリークラブ定款」に準拠。） 
 

③今年度を振り返って／西部会長 

           
  

     
 

会員数 出 席 欠 席 出席率 
5/8 

修正出席率 

33 25 8 75.75％ 96.77％ 

 

ゲスト・ビジター（２名） 

会長報告 

幹事報告 

前々回の例会／第２０６４回（６. １９） 

プログラム 

出席報告 (６. １９) 
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◇｢201６-1７年度 最終夜間例会｣ 

会場／ホテルメトロポリタン３Ｆ「富士」 

（受付１７時半～)点鐘１８時～２０時閉会） 

会費／会員、ご夫人、ご家族１万円 

 
 

新入会ゲスト／佐藤 進様、仲西恭一様、 

       白石庄一郎様、長尾祐一様 

柏木 英一様（東京新宿RC会員） 

城西高校IAC顧問／中川 昌枝先生 

会員ご夫人／関根紀代子様、蕪木多美子様 

郭 崇さん（2017学年度米山奨学生） 

東京池袋西RAC／吉田 陽香さん、神田 亜衣子さん、 

         高橋 希美香さん、斉藤 修眞さん 
 
 
 

本日はお忙しいところ多くのゲストの皆様にご来会いた 

だき、誠にありがとうございます。最後まで楽しくお過 

ごしください。一年間のご協力に厚く御礼申し上げます。 

 

 

１．来週7 月3 日（月）は東武バンケットホールにて通 

常の12：30～13：30 の例会です。新年度の始まりで 

すので、皆様よろしくお願いいたします。  

２．来る7 月12 日（水）第52 期青少年交換派遣学生 

として「松本いろは」さんが1 年間の留学を終えて、メ 

キシコから帰国します。（アエロメヒコ航空 AM58 便 

06：20 着 成田第1 ターミナル北ウイング）平井会員 

と私で出迎えに行ってまいります。 

 

  

     
 

会員数 出 席 欠 席 出席率 
5/19(金) 

5 ｸﾗﾌﾞ合同例会 
修正出席率 

33 2６ 7 78.78％ 86.66％ 

 

 

 
◆会長・幹事バッジ交換 

 

   
 

◆次年度理事・役員紹介 

 
 

 

 

中里前会長 乾杯挨拶 

西部今年度会長 挨拶 

 

＜ニコニコボックス＞ 

◇須藤幹事：アトランタの世界大会へ行ってきました。

ついでにキューバ、パナマと廻って来ました。その内、

報告いたします。  

◇佐々木会員：6 月7 日に「警察庁長官 全国警備業協会

長連名賞」をいただきました。ありがとうございまし

た。 

  

        

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

 
 
 
 
 
 
 

     
 
 

前回の例会 第２０６５回（６. ２６） 

 

 

会長報告 

幹事報告 

ゲスト・ビジター（１３名） 

出席報告 (６. ２６) 

例 会 ／司会 大沼 ＳＡＡ 

 

懇親会 ／司会 塩島親睦委員長 
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    ご参加の皆様、大変ありがとうございました。（お写真の掲載ができなかった皆様、何卒ご了承ください。） 

 

                    

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           ＲＩよりロータリーレートのお知らせ 7 月：１ドル＝111 円 

                        ＜ニコニコボックス＞ 

◇西部会長：皆様、1 年間ご協力ありがとうございました。大変勉強になりました。 

◇須藤幹事：1 年間ご協力ありがとうございました。次年度はＩМ等、皆様のご協力も更にお願いする事となります。 

◇竹内会員：塩島様、佐藤様、このたびは個人的な用事で大変お世話になりました。お礼はニコニコに。 

◇塩島会員：9 年間にわたり皆様には大変お世話になりました。最高の池西ロータリー生活でした。後任の佐藤 進総支配人は15 才

若返りました。どうぞよろしくお願いします。皆様のご健康をお祈り申し上げます。  

◇平井会員：西部さん、須藤さん、1 年間おつかれ様でした。冨重さん、浦野さん、期待しています。次年度もよろしくお願いいた

します。 

◇冨重会員：西部会長、須藤幹事、1 年間大変お疲れ様でした。次年度、冨重及び浦野チームをどうぞよろしくお願いいたします。  

◇浦野会員：西部会長、須藤幹事、本年度お疲れ様でした。仲西さん、佐藤 進さん、白石さん、長尾さんWelcome です！ 

 来年度、皆さんよろしくお願いします。 

◇関根会員：西部会長、須藤幹事、本当に1 年間ご苦労様でした。お礼申し上げます。    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 お知らせ：クラブ外 


