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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１８３６回合併号）  

 
 

 
 
 

司会：岡村 宗久 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：中里 隆重 会員 

 
 
 
 

◇卓話「木の上に立って見ましょう 

      ～FC 東京の人材育成術～」 

  東京ガス株式会社 地域本部 埼玉支社長 

   元 日本プロサッカーJ1リーグ FC東京社長 

    阿久根 謙司 様  （佐々木会員紹介） 
 

 

 

◇「入会式」 久恒 康裕 様  

      （紹介者：佐々木会員、冨重会員、浦野会員） 
 

◇「青少年交換留学帰国報告」 

 第 52 期派遣学生 松本 いろは さん 
 

◇「イニシエーションスピーチ」 

 白石 庄一郎 会員 

 長尾 祐一 会員 
 
 
 

◇９月例会スケジュール（次々回以降） 

第２０７３回：１１日（月） 
卓話／池袋警察署長 警視正 岡谷晃治様 
              （齊木会員紹介） 

祝 日 休 会 ：１８日（月） 

第２０７４回：２５日（月） 

卓話／二神典子様（前「ロータリーの友」編集長） 
 
◇９月例会受付当番 

恩田会員、西澤会員、田口会員 

※１２：００までにご来場願います。 
 
             
 
 

司会：岡村 宗久 副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 
 
 
 
 
城西高校インターアクトクラブ顧問 中川昌枝先生  

生徒さん４名 
 
 
   
本日の会長報告はございません。 
 
 
 
 

１．ガバナー事務所より「コーディネーターニュース」8

月号が届いております。転送ご希望の方は事務局までお

申し付けください。②2018年3 月1 日、台湾・高尾で

開催されます「日台ロータリー親善会議」のご案内が届

きました。入口テーブルにも置きますが、ホテル等、詳

細は事務局までお問合せください。参加対象者は全ロー

タリアンとご家族となっております。ご参加宜しくお願

いいたします。 

２．来週は夜間例会で昼間の例会はありません。点鐘は

18 時、会場は東武バンケットです。ローターアクトと初

        第２０７１回例会号 ２０１７年８月２８日発行 

ゲスト・ビジター（５名） 

会長報告 

幹事報告 

本日の例会／第２０７１回例会（８. ２８） 

 

 

本日のプログラム（夜間例会） 
   ローターアクトと合同例会 

前回の例会／第２０７０回（８. ２１） 

お知らせ：クラブ内 

 

次回の例会／第２０７２回（９. ４） 
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めての合同例会でございますので、多数のご参加お待ち

しております。 

３．本日、城西高校／中川先生とインターアクトクラブ

の皆さんが来会されております。後ほど、6 日に開催さ

れました「第 54 回インターアクト年次大会」の報告を

していただきます。ホストクラブの東京江戸川ロータリ

ークラブ様からもお礼状を頂戴いたしました。 

【出席関連】 

8 月 17 日-18 日開催「戦略計画推進セミナー」に平井

会員が出席しました。 
 

 

         

◇誕生会員(8 月)1 分間スピーチ  

  
  安達会員（8/２2 生）     今田会員（8/２6 生） 
 

◇「インターアクト年次大会報告会」 

 
    蕪木ｲﾝﾀｰｱｸﾄ委員長(左)と城西高校の皆さん 

城西高校インターアクトクラブメンバー4 名と顧問の中

川先生が来会し、去る8 月6 日に開催された第54 回イ

ンターアクト年次大会の報告を発表しました。 
 

◇「会員増強について」 浦野増強委員長 

今月は会員増強月間です。皆さまのお蔭で、7 月から 5

名増加して、9 月には35 名の会員になりそうです。 

目標を 40 名にしましょう！ぜひ、入会候補者をお配り

したリストに書いて提出してください。 

クラブとしても、いただいた入会候補者のリストに基づ

いて、組織的に入会の勧誘をしていければと思います。 

会員増強について、ロータリーの会員増強ガイドの一部

を抜粋して資料を見ながらお話しさせていただきます。 

資料では、男女比率・年齢（40 歳以下）・職業分類等の

会員の多様性を検討しながら、会員の増強を行うように

書かれています。そして、入会候補者とは、①友人や隣

人②同僚や仕事で付き合いのある人③クラブの奉仕活動

やイベントでボランティア活動をしたことのある人④最

近退職して寂しいと漏らしている人⑤ボランティア活動

に熱心な人等と書かれています。 

また、会の魅力を伝えるために、ホームページに加えて、

フェイスブック、ツイッター、ユーチューブなどを利用

することを推奨しています。池袋西ＲＣとしても、前向

きに進めていければと思います。 

ロータリーでは、入会のメリットとして、①ボランティ

ア活動を通じて地域社会に貢献できる②仕事上の人脈や

生涯の友情を築くことができる③イベントの企画、人前

でのスピーチ、後輩への指導など仕事に役立つスキルを

身につけられる④家族と一緒にボランティア活動や親睦

活動に参加したり、地元や海外での青少年活動に子供を

参加させることができる⑤世界各地に友人を持つことが

できる等をあげています。 

入会候補者の人に、入会のメリットを伝え、みんなで会

員増強を行いましょう！ 

 

◇「イニシエーションスピーチ」 

 

1984 年 3 月 獨協大学 経済学部卒業 

       （英語が苦手だったのでドイツ語で受験） 

1984 年 4 月 池袋ターミナルビル㈱入社  

       （現ホテルメトロポリタン） 

     マーケティング部セールス課（地方セールス）   

   宴会部宴会予約課（年間婚礼件数800～900 件） 

1995 年 4 月 ホテルメトロポリタン長野へ出向 

        34 歳で初めて管理職 

      （宴会予約支配人・神官、牧師を探し回る） 

        1996 年11 月開業 

        1998 年長野オリンピック・パラリン       

        ピック終了（出向期間満了） 

1998 年 4 月 ホテルメトロポリタンへ復帰 

       （宿泊部セールス課係長） 

        翌年、宴会予約支配人 

2003 年   東京Ｂ.Ｍ.Ｃ.会長に就任（２年間） 

プログラム 
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2006 年     日本ホテルスクール非常勤講師（９年間） 

   ブライダルマーケティングを教える（毎週火曜日） 

2009 年 ホテルメトロポリタン高崎へ出向 

      総支配人（群馬県の依頼で市民講師を引き受  

      ける） 

      土曜・日曜は必ず出勤 

2013 年 東京ステーションホテルへ復帰 

      副総支配人 日曜・火曜を休日 

2014 年 ホテルメトロポリタンへ異動 

      総支配人 日曜日を休日 

      夏に５日～７日休暇を頂く、この期間以外   

           の連休は無い。 

      年末・年始は休めないので、紅白歌合戦は 

           見た事がない。 

                  （記／佐藤会員） 

 

１．プロフィール 

・1965 年滋賀県甲賀郡甲西町（現湖南市）に生まれる。 

 甲賀忍者、信楽焼が有名。家族は妻と息子２人。 

・趣味：「マラソン」自己ベスト更新に向け、毎週 約   

  15km 練習中。 

 「サッカー」：小学生から続けていて、現在もシニア 

 チームのメンバー。 

・大学卒業後、1988 年 4 月 三井信託銀行（現：三井 

 住友信託銀行）入社  

・会社入った時に叩き込まれたのが「奉仕と開拓の精神」 

 →初代社長 米山梅吉（日本でのロータリークラブの 

 創設者） 

２. 信託銀行の商品 

・最近のご時勢を反映した商品：後見制度支援信託、セ 

 キュリティ型信託等 

・遺言信託：作成してから一般的に10～15年後に執行 

 手続き。書いたら安心して長生き出来ます。 

 ロータリークラブ会員の方には、今年から当社での遺  

 言作成・管理費用の割引制度を新設。 

３．ロータリークラブ活動歴 

・高松南RC、東京みなとRC、池袋西RCとも支店長時 

 代に新たに（復活含む）入会。 

・信託銀行の仕事とRC の活動は一部通じるところがあ 

 るものと認識。 

まだまだ若輩者ですが、いろんなRC 活動にチャレンジ

していきたいと思いますので、宜しくお願いします。 

                  （記／仲西会員） 

 

 

     
 

会員数 出 席 欠 席 出席率 
7/3 

修正出席率 

34 28 6 82.35％ 100％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  第6 回日台ロータリー親善会議のご案内  
 
 ■参加対象者：全ロータリアンとご家族 

 一日目（3 月1 日 木曜日） 

 12：00～13：50 登録受付（友愛の家） 

 13：30～13：50 幹部会議（参会者へは別途連絡） 

 14：00～17：30 親善会議 

 18：30～20：30 懇親会 

 ■会場：（台湾・高雄市）漢来大飯店9 階 国際ホール   

 ■登録料：日本の会員1 万5 千円／家族1 万円 

 二日目（3 月2 日 金曜日）  

 日帰り旅行、ゴルフ大会など。 

 三日目（3 月3 日 土曜日） 

 第3482 地区・2580 地区 交流会（台湾／台北市）     

 ■クラブ内締切日：11 月20 日 

  ※詳細は事務局までお問合せください。 

出席報告 (８. ２１) 

＜ニコニコボックス＞ 

◇西澤会員：新入会員歓迎会、たくさんの会員の方々の出席、 

 ありがとうございました。 

◇関根会員：夫人誕生／家内の誕生祝いとして、可愛いフラワー

を有難うございました。 

◇蕪木会員：8 月1 日快気祝いの際、佐藤さんにいろいろお気遣

いいただきありがとうございました。 

◇佐々木会員：皆勤賞3 年／早くも3 年です。 

 石の上にも3 年頑張りました。 

◇岡村会員：須藤会員、西部会員、鵜 r 直会員、先日の情報委員

会の後は、新入会員の方と同じ様にお世話になり、ありがとう

ございました。 

◇白石会員：先日は歓迎会を開催していただきまして、誠にあり 

 がとうございました！！！ 

◇長尾会員：新人歓迎会ありがとうございました。 

 大変楽しく飲ませていただきました。感謝の意を込めて。 

 

               
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

 
 
 
 
 
 
 

     
 
 


