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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：それでこそロータリー  

ソングリーダー：西部 孝之 会員 

 
 
 

◇「入会式」白石 庄一郎 様  
             （紹介者：冨重会員、浦野会員） 

       長尾 祐一 様 
      （紹介者：神谷(直)会員、冨重会員、浦野会員） 
 

◇クラブ奉仕クラブフォーラム 

          奥野クラブ奉仕副委員長 
 

 

 
 
◇卓話「菊池真以の空を見上げよう」 

オフィス気象キャスター株式会社 

代表取締役 田代 大輔 様 

気象予報士 菊池 真以 様  （佐々木会員紹介） 
 
             
 
 

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 
 
 
 
 

荘 茂登彦 様（東京練馬西RC） 

郭 崇さん（2017 学年度米山奨学生） 
 

 
   
先週の「最終夜間例会」には多数のご出席を賜り、誠に

有難うございました。 

１．【ガバナー事務所より】 

①2016-17 年度国際ロータリー第 2580 地区のＤＤ

Ｆ（地区財団活動資金）収支報告が届いております。閲

覧希望の方は事務局までご連絡ください。 

②地区より、今年度地区委員への委嘱状が届いておりま

すのでお渡し致します。（平井、須藤、中里 各会員） 

 
 

③皆様にご協力いただきましたロータリー財団寄付です

が、財団よりポールハリスフェローの認証ピンが届いて

おりますのでお渡しいたします。 

・関根会員→ポールハリスフェローマルチプル２ 

・鵜目会員→     〃     （自宅配送） 

・岩崎会員→ポールハリスフェローマルチプル１ 

・蕪木会員→ポールハリスフェローマルチプル１ 

・中里会員→初めてポールハリスフェローに成られたの  

  で証書も届いています。 

（・塩島会員→ご退会されましたのでご報告のみ。） 

        第２０６７回例会号 ２０１７年７月１０日発行 

ゲスト・ビジター（２名） 

会長報告 本日の例会／第２０６７回例会（７. １０） 

 

 

本日のプログラム 

前回の例会／第２０６６回（７. ３） 

次回の例会／第２０６８回（７. ２４） 
   ※7 月17 日（月）は祝日休会です。 
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１．上期会費の振込みを期日までにお願いいたします。 

２．本日、年度初めにつき、全員に「年度計画書」をお

配りしております。例会予定等、お目通しくださいます

ようお願いいたします。 

３．＜今年度お祝い品について＞ 

・会員誕生／お菓子   

・夫人誕生／お花（自宅配送。配送日についてはお任せ  

  ください。） 

・結婚記念／お酒 

・皆勤賞／写真立て 

※大沼会員ご協力ありがとうございます。毎月楽しみに 

お待ちください。 

【出席関連】 

①7 月6 日開催「第2 回地区職業奉仕委員会」に須藤会

員が出席、同日開催「石川パストガバナーの会」に平井

会員、須藤会員が出席します。 

②7 月8 日開催「ロータリー米山奨学生学友会2016 年

度総会」に小原会員、郭さんが出席します。 

③7 月10 日開催「地区ロータリー財団委員会と懇親会」

に須藤会員が出席します。 

※本日、例会終了後に「理事・役員会」を開催致します。 

関係各位は宜しくお願い致します。 
 

 

        ◇誕生会員(７月)  

 

      「入会式」  

  ようこそ池袋西ロータリークラブへ！ 

 

       佐藤 進 様 

 

 誕生日 1961 年2 月15 日 

 紹介者 齊木会員・西部会員・塩島会員 

 勤務先 日本ホテル株式会社 ホテルメトロポリタン 

 役 職 取締役 総支配人 

 〒171-8505 豊島区西池袋1-6-1  

 TEL：03−3980-1111 FAX：03−3980-7636 

 

 

 

 
         仲西 恭一 様 
 

 誕生日 1965 年4 月13 日 

 紹介者 今田会員・浦野会員 

 勤務先 三井住友信託銀行 池袋支店 兼 池袋東口支店 

 役 職 支店長 

 〒170-0013 豊島区東池袋1-41-7  

 TEL：03−3984-8131（池袋支店） 

    03-53984-6611（池袋東口支店） 

幹事報告 

プログラム 
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◇「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） 

 

      冨重会長      西澤クラブ奉仕委員長 

 

   大沼職業奉仕委員長   安達社会奉仕委員長 

 

  岡村国際奉仕委員長   蕪木青少年奉仕委員長 

会長ならびに各委員長より今年度の活動計画の発

表が行われました。 

 

 

 

                    

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

会員数 出 席 欠 席 出席率 
①5/22 
②5/29 

修正出席率 

32 29 3 90.62％ 
①90.62％ 

②87.09％ 

 

◇◆７月「理事･役員会」報告 

日時／平成 29 年 7 月 3 日(月)13:30～場所／東武 BH 

出席者／冨重、西部、西澤、田島、浦野、大沼、安達、 

蕪木、岡村、田中、奥野、佐々木、平井、須藤、中里 

                 （順不同、敬称略） 

＜議 題＞ 

◆報告事項 

①6/21（水）開催「地区納めの会」登録料の件（平井・

須藤・西部会員出席）：了承 

②7/6（木）開催「2017-18 年度第 2 回地区職業奉仕

委員会」会費の件（須藤会員出席）：了承 

③7/8（土）開催「ロータリー米山奨学生学友会(東京) 

 2016 年度総会」会費の件（小原会員出席）：了承 

④2017-18 年度前期北分区分担金の件：了承 

⑤「17-18 年度城西高校インターアクトクラブ活動費｣ 

 の件(8/21(月)例会で中川先生へお渡し予定)：了承 

⑥8/6（日）開催「第 54 回インターアクト年次大会」登

録料の件：了承 

⑦2016-17 年度「ロータリー財団」年次寄付 2 名分 

（古田、神谷(昭)会員）を会費より拠出の件：了承 

⑧青少年交換／アントニー君来日「歓迎会」の件：了承 

⑨片岡会員退会の件：了承 

◆審議事項 

①2017-18 年度上期 米山普通寄付の件 

：昨年同様で承認 

②「第 10 回少年少女ちびっこ相撲大会」協賛金の件 

：昨年同様で承認 

③「第 50 回ふくろ祭り」協賛金の件 

：昨年同様で承認 

④東京都立赤羽商業高校からのインターンシップ受け入

れ願いの件：例会で全会員にアナウンスする。 

＜次回（８月）｢理事・役員会｣予定日＞ 

日時／平成 29 年７月 31 日(月)13:30～場所／東武 BH 

 

         

 

＜ニコニコボックス＞ 

◇荘 茂登彦様（東京練馬西RC）：平井さんご無沙汰していま

す。新会長・幹事様、一年間ご苦労様です。 

◇冨重会長：これから1 年間どうぞ宜しくお願い致します。 

 ご指導も宜しくお願い致します。 

◇浦野幹事：誕生祝／本年度よろしくお願いします。 

 今月27 日でついに50 才になります。かっこいいオジサン

になれるように頑張ります。 

◇本谷会員：皆勤賞26 年／よくぞ26 年間皆勤しました。 

 これからも健康管理して頑張ります。 

 夫婦誕生祝／私の誕生祝と家内の誕生祝を迎えることが出来

ました。健康で元気が何よりです。両親に感謝します。 

◇西澤会員：1 年間よろしくお願い致します。 

◇平井会員：冨重、浦野年度の出発を祝して。 

◇佐藤(晃)会員：誕生祝 

◇大沼会員：皆勤賞4 年／あっという間に4 年経ちました。 

 ありがとうございます。 

◇佐藤(進)会員：本日から東京池袋西ロータリークラブの会員に  

 なりました。宜しくお願いします。 
 
             

 

 

 
 
 
 
 

出席報告 (７. ３) 


