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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：西部 孝之 会員 

 
 
 

◇卓話「街の安全と安心を守る 

   『街頭防犯カメラ』設置促進に向けて」              

  警視庁池袋警察署長  

   警視正   岡谷 晃治 様   （齊木会員紹介） 

 
 

 
 

◇卓話「ロータリーを楽しみましょう」              

  前「ロータリーの友」編集長  

      二神 典子 様   （東京築地RC） 

 
             
 
 

司会：中井 寛人 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 
 
 
 
 

郭 崇さん（2017学年度米山奨学生） 

松本いろはさん（第52期青少年交換派遣学生） 

平井 和成 様（東京板橋RC） 

小出 豊 様（東京本郷RC） 

 

 
 
 
元 会員の戸田 登さんが去る8月26日に逝去なさいま

した。会員の皆様へのご通知は固くご辞退されましたの

で、控えさせていただきました。謹んでご冥福をお祈り

申し上げます。 
 
 
 
 

１．RI日本事務局から9月の「基本的教育と識字率向上

月間」のリソースが、ガバナー事務所からは「コーディ

ネーターニュース」9月号が届いております。 

２．来たる10月2日の例会はガバナー公式訪問です。 

おひとりでも多くご出席をお願いいたします。クラブ協

議会からご参加をお願いする委員長各位はご協力宜しく

お願いいたします。（新会員の皆様には「ガバナー公式訪

問」について本日メールBOXにお入れしております。） 

【出席関連】①本日「地区連絡会」に平井北分区ガバナ

ー補佐、須藤分区幹事、中里分区副幹事が出席します。 

②9月6日「ロータリー財団委員会」に須藤会員が出席 

します。  

③9月6日「第52期派遣学生帰国報告会オリエンテー 

ション」に松本いろはさんが出席します。 
 

 

         

◇誕生会員(９月)1 分間スピーチ  

 冨重会員（9/21 生） 

        第２０７３回例会号 ２０１７年９月１１日発行 

ゲスト・ビジター（４名） 

会長報告 

幹事報告 

本日の例会／第２０７３回例会（９. １１） 

） 

 

 本日のプログラム 

 

前回の例会／第２０７２回（９. ４） 

  

 
プログラム 

次回の例会／第２０７４回（９. ２５） 
      ※９月1８日（月）は祝日休会です。 
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「入会式」  

  ようこそ池袋西ロータリークラブへ！ 

 

       久恒 康裕 様 

 

 誕生日 1963年10月5日 

 紹介者 佐々木会員・冨重会員・浦野会員 

 勤務先 第一総合警備保障株式会社 

 役 職 代表取締役社長 

 〒103-0006 中央区西日本橋富沢町4-8  

 TEL：03−5652-7191 FAX：03−3666-4998 

 

 

◇「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 

 
2016 年 8 月～2017 年 7 月、メキシコへ派遣。 

この経験を生かして、これからもいろいろなことにチ

ャレンジしてください！ 

    

 

◇「イニシエーションスピーチ」 

 白石 庄一郎 会員 

 
【人生のターニングポイント】 

①アメリカンフットボールとの出会い。 

京都大学という頭の良い大学がスポーツでも日本一にな

れるというところから興味を持つ。 

京都大学には進学できなかったが、アメフト競合校の立

命館大学に入学。大学4年生の時に創部以来初めての大

学日本一になる。 

1995年、旧東海銀行（現三菱東京ＵＦＪ銀行）に入社。 

銀行員時代もアメリカンフットボール部に所属する。 

②プルデンシャル生命に転職。 

貸し渋りの頃ということもあり、1998年にプルデンシ

ャル生命に転職。 

今年で20年目を迎える。現在46歳。80歳まで現役で

活躍できることを目標にしている。  （記／白石会員） 

 

長尾 祐一 会員 

 
■簡単な自己紹介 

・支店長の神谷の後を受けて入会させていただいた長尾 

 です。 

・1969年千葉氏生まれ、親が転勤族、幼少期タイ・シ 

 ンガポールにも在住 

・一橋卒業後、９２年ＮＴＴ入社 

・妻に一男一女、船橋市在住 

・趣味はウォーキング、ゴルフ、音楽、読書 

・典型的なＯ型人間 
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■ＮＴＴでの出来事 

・２５周年。情報通信激変の時代。 

・入社当時。電話がまだ伸びてるとき。同年ドコモ分社、  

 今を予想すべもなかった。 

・２つの大きな出来事。１つめは、インターネット、モ 

 バイルへの流れが加速したこと。電話(6300万⇒ 

 2500万加入)、携帯(1.5億加入)、光(2000万加入)。 

・２つめは99年の分割再編成。ＮＴＴ東日本は1兆円 

 の減収。 

■ＮＴＴにおける自身のキャリア 

・法人企業様向け営業、広報畑をいったりきたり。 

・広報では１１年の東日本大震災が最も印象が強い。 

・現在は、東京北支店。７区を所掌。光アクセスを基盤  

 とした電話、WIFI、セキュリティソリューションを幅 

 広く提供。 

・ＩＯＴ、ＡＩ、ビッグデータが最近のキーワード。豊 

 島区でも豊島FREEWIFIで展開中。 

・ＩＣＴに関わることであれば何なりとご相談を。 

■最後に 

・池袋西口ロータリーにお世話になるのも何かの縁。こ 

 の縁を大事にし、人間的に成長したい。 

・何卒よろしくお願いいたします。  （記／長尾会員） 

 

      

     

9/2（土）開催「米山梅吉記念館訪問・柿田川

湧水公園清掃奉仕作業」に参加して 

          2017学年度米山奨学生 郭 崇 

     

皆様のお蔭で、9月2日は「米山梅吉記念館訪問・柿田

川湧水公園清掃奉仕作業」という活動に参加して来まし

た。最初の集合、15分前に集合場所の地下には到着して

いたのですが、バスが待っている道へ上がるのに迷って

しまい、何とか間に合いました。後は一日順調でした。 

 10時40分に三島の米山梅吉記念館に着きました。出

発するときは雨でしたが、到着してみると、すごく好い

天気になっていました。先ず全員で員記念写真を撮り、

Ａ／Ｂグループに分かれて記念館の見学をしました。 

わかりやすくご説明をいただき、ロータリーの歴史につ

いて大変勉強になりました。福島喜三次様、米山梅吉様

を始め大勢の皆様のお陰で、いろいろな方面から助けを

いただき、奨学生として、日本での留学生活が保障され

ていることを実感しました。この恩を銘記しながら将来

の中日友好関係に力を注げるように頑張りたいと思いま

す。帰国して、この友好を自分の学生たちに、周りの人

たちに伝えたいと思います。 

 昼食は、地元の美味しいお弁当をいただきました。 

 午後は柿田川湧水公園で河の清掃でした。具体的には、

珍しい草（ミシマバイカ藻）のために雑草を刈ります。

作業服を着て川に入りましたが、飲めるほどきれいな水

で作業するのは気持ちが良かったです。多くの方の努力

があってこそ、こんな恵まれた環境があるのだと感動し

ました。自然環境を守るのは日本人の非常に優れたとこ

ろです。もっと良い環境なるようにと、少しでも自分の

力を尽したいと思って、頑張りました。水はちょっと冷

たかったですが、みんな精一杯、頑張っていました。 

 皆さんと一緒に充実した一日を送って、昨日は本当に

楽しかったです。一期一会を感じました。 

 自分の研究に精進しながら、ロ―タリの活動にも、前

向きに頑張りたいと思います。いい勉強になりました。 

ありがとうございました。 

 

        清掃の様子 

 

   集合写真（米山梅吉記念館の前で） 

各 種 報 告 
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◇◆9 月「理事･役員会」報告 

日時／平成 29 年 9 月 4 日(月)13:30～場所／東武 BH 

出席者／冨重、西部、田島、浦野、大沼、安達、蕪木、 

岡村、奥野、田中、佐々木、須藤、中里（順不同、敬称略） 

＜議 題＞ 

◆報告事項 

①9/8（金）「ふくろ祭り」50 周年記念式典」会費の件

（冨重会長出席）：了承 

②9/14（木）「地区青少年奉仕委員会」登録料の件 

（平井会員出席）：了承 

③9/21（木）「在京・地区青少年奉仕全体会議」登録料 

の件（平井会員、蕪木会員出席）：了承 

④9/21（木）「2018-19 年度地区役員・委員出向予定 

者研修会」登録料の件（平井会員出席）：了承 

⑤9/24（日）開催「第 52 期派遣学生の帰国報告会・来 

日学生合同歓迎会」登録料の件（平井会員、須藤会員出

席）：了承 

⑥9/25（月）「北分区会長幹事会」登録料の件（平井北 

分区 G 補佐、須藤分区幹事、中里分区副幹事、冨重会長、 

浦野幹事出席）：了承 

⑦10/19（木）「沖縄分区五大奉仕委員長会議」登録料

の件（平井地区委員、須藤地区委員出席）：了承 

⑧10/19（木）「沖縄分区 IM」登録料の件（平井北分区

G 補佐、須藤分区幹事、中里分区副幹事出席）：了承 

⑨クラブ旗購入の件（ロータリー新ロゴ）：了承 

◆審議事項 

①事務局 PC 保守メンテナンス等の件：会長幹事に一任で 

承認 

＜次回（10 月）｢理事・役員会｣予定日＞ 

日時／平成29年10月2日(月)13:30～場所／東武BH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

      

会員数 出 席 欠 席 出席率 
7/24 

修正出席率 

35 30 5 85.71％ 93.54％ 

 
 
 

 
「コーディネーターニュース」2017年9月号より 
 

ロータリーの中核的価値観について 

世界の変化にロータリーが追いついていく必要を認めたの

は、2015年10月のRI理事会・財団管理委員会でした。時

の流れの速い現代社会では、ロータリーの競合団体が数多

く作り出され、ロータリーの特色が薄れ、会員のメリット、

価値を実感できなくなっています。再び他の団体と異なる

輝ける団体で存続するためには、ビジョンを持ち続けるこ

とです。そして自分たちのアイデンティティであるロータ

リアン其々が持っている共通の価値観、すなわち親睦・高

潔性・多様性・奉仕・リーダーシップの５つの中核的価値

観を意識して行動することです。 

ロータリーが初めて創られたのはお互い正直に語り合える

楽しい仲間を作ること、つまり親睦からでした。そして己

の利益だけでなく、人に良いことをする、いわゆる利他の

心が奉仕になりました。それは自分を律し、品格を高める

こととなり、高潔性を生み出しました。いろんな会員が増

えることで寛容を必要として、多様性を育みました。ロー

タリアン一人ひとりが職業・地域社会のリーダーであるこ

との自覚が必要となってきました。しかしロータリーのリ

ーダーシップは支配型（牽引型）リーダーシップではなく、

目標に向かって進む仲間を応援することです。管理・命令

といった上から目線で指導する従来のリーダーと異なり、

相手に対する思いやりや奉仕の精神を常に置くことが特徴

です。トップダウンの一方通行でなく対話型のリーダーシ

ップです。これをサーバント・リーダーと呼ばれています。

利他を意識し、組織を己の力で支配しようとしないサーバ

ント・リーダーは組織に強い絆をもたらします。ロータリ

ーならず一般企業でも新しいリーダー像として信頼され用

いられています。この名称を作ったアメリカのロバート・

グリーンリーフは「リーダーである人はまず相手に奉仕し、

その後相手を導く」と著書にサーバント・リーダーについ

て書き残しています。   

／第２ゾーンロータリーコーディネーター田中正規 

 

 

            

 

 

＜ニコニコボックス＞ 

◇冨重会長：誕生／お祝いありがとうございました。 

 あと10ヶ月がんばります！！  

◇浦野幹事：結婚記念／結婚当初と変わらず素晴らしい妻です。

感謝しています！美味しいプレゼントありがとうございます。

家で久しぶりに乾杯します。 

◇須藤会員：夫人誕生・皆勤賞19年／家内の誕生祝いありがと

うございました。プラス皆勤賞、重ね重ねありがとうございま

した。 

◇竹内会員：夫人誕生／6月末に骨折しましたが、今は元気にリ

ハビリしています。 

◇仲西会員：大変遅くなりましたが、新入会員誕生会ありがとう

ございました。これから宜しくお願いします。 

 安達さん、先週は大変お世話になりありがとうございました。 

 

              
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
年度累計 ￥４６６,９７４   

 
 
 
 

出席報告 (９. ４) 


