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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：佐々木 誠 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 
 
 

 

   

 

      
   RI第2580地区 吉田雅俊ガバナー 

 

 ＜ご来賓：５名＞ 

 ガバナー  吉田雅俊様（東京新都心RC）  

 地区幹事  児玉 譲様（東京新都心RC）        

 北分区ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 平井憲太郎様（東京池袋西RC） 

 北分区幹事     須藤和由様  （東京池袋西RC） 

 北分区幹事     中里隆重様  （東京池袋西RC） 
 
◇「スケジュール」 
①１０:３０～１１:００「会長・幹事との打合せ」 

②１１:００～１２:００「クラブ協議会」 

③１２:３０～１３:３０「例会」 
 

◇ガバナー特別卓話／吉田ガバナー 

    吉田ガバナーご紹介 

生年月日   1947（昭和22）年9月1日 

事 業 所   株式会社日税ビジネスサービス 

      株式会社日税不動産情報センター 

      株式会社共栄会保険代行 

           代表取締役兼社長（CEO） 

学    歴   1975年 3月 東京都立大学 工学部 

   機械工学科卒業 

    職  歴   

    1984年 株式会社共栄会保険代行  

                取締役として入社   

   1986年 株式会社共栄会保険代行  

                               代表取締役社長  

   1997年7月  株式会社日税ビジネスサービス  

                代表取締役社長    

   1998年2月  株式会社日税不動産情報センター  

                代表取締役社長      

   2011年2月  株式会社日税不動産情報センター及び 

                   株式会社共栄会保険代行 現職に就任        

   2012年7月 株式会社日税ビジネスサービス  

                      現職に就任 

  ロータリー歴（職業分類：集金代行） 

   1990年 4月  東京新都心ロータリークラブ入会  

   1996～97年度 東京新都心ロータリークラブ幹事  

   2007～08年度 東京新都心ロータリークラブ会長 

   2011～12年度 中央分区ガバナー補佐 

   2012～13年度 地区拡大増強委員 

   2013～14年度 地区国際奉仕副委員長 

   2014～15年度 地区国際奉仕委員長 

  

    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  

    ベネファクター 

      米山功労法人 

                                  2017．3．22現在 

        第２０７５回例会号 ２０１７年１０月２日発行 

本日の例会／第２０７５回例会（１０. ２） 

） 

 

 本日のプログラム ガバナー公式訪問 
2017-18 年度 

キーワード「感動と調和」 行動指針「研修と実践」 
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◇社会奉仕関連卓話 

 演題「『ゴンベン』と『マルサ』」              

 豊島税務署長 白田 敦 様   （浦野幹事紹介） 

 

 
 

◇１０月例会スケジュール（次々回以降） 

振 替 休 会 ：２３日（月） 
      ↓ 

第２０７７回：２７日（金） 

｢移動例会 (夜間例会) ｣／東京湾ディナークルーズ 

第２０７８回：３０日（月） 
米山関連卓話／米山学友 徐 倩さん 
      （2012学年度当クラブでお世話） 

 
◇１０月例会受付当番 
佐藤(晃)会員、酒巻会員、安達会員 

※１２：００までにご来場願います。 
 

◇１０月のお祝いの方々おめでとうございます 

＜会員誕生祝：２名＞ 

 岡村会員・久恒会員  
 

＜夫人誕生祝：２名＞ 

 田島令夫人・中井令夫人 
 

＜結婚記念祝：６組＞  

 本谷会員ご夫妻・中里会員ご夫妻 

 冨重会員ご夫妻・平井会員ご夫妻 

 大沼会員ご夫妻・古田会員ご夫妻 
 

＜皆勤祝：２名＞ 

 恩田会員44年・田島会員13年 
  
             
 
 

司会：中井 寛人 副SAA  

ロータリーソング：我等の生業 

ソングリーダー：西部 孝之 会員 
 
 
 
 

二神 典子 様（卓話者／東京築地RC） 

久保田 英敬 様（岡村会員ゲスト） 

石川 宜司 様（地区青少年交換委員／東京池袋RC） 

池田 真須美 様（地区青少年交換委員／東京御苑RC） 

鈴木 孝雄 様（東京池袋RC） 

三上 瑛人 君（第54期青少年交換派遣予定学生） 

三上 園子 様（三上君お母様） 

 
 
 

１．次回例会は「ガバナー公式訪問」です。是非、多く

のご出席をお願い申し上げます。また、「クラブ協議会」

に出席される委員長各位はどうぞ宜しくお願いいたしま

す。クラブ協議会は11時から隣の「御影蔵」にて行い

ますので早めにお集まりください。SAA・副SAAにお

かれましては、当日のご案内を宜しくお願い致します。 

スケジュールは本日お配りしておりますが、12時から写

真撮影の予定ですので、遅れないようにご参集ください。 

２．本日、今年度当クラブでお世話することになりまし

た「第54期青少年交換派遣予定学生」三上瑛人君が地

区青少年交換委員の石川様、池田様、お母様とご一緒に

ご挨拶に来会されております。三上君は現在、学習院中

等科3年生です。1年間、皆様宜しくお願いいたします。 

 
 
 
 

 

１．ガバナー事務所より①当地区では、2019年の規定

審議会に制定案を提出する予定とのことで、来る10月

13日に開催される制定案承認のための地区立法案検討

会に会長が出席いたします。本日、制定案の資料を入口

テーブルに用意しておりますので、是非お持ち帰りいた

だきお目通しください。  

②「青少年奉仕情報」第25号／「青少年奉仕座談会」

議事録」③「ロータリー平和フェローシップニュースレ

ター第1号」が届いております。閲覧希望の方は、事務

局までお申し付けください。 

２．①10/6（金）開催／東京小石川RC様より『2017

～19年度国際ロータリー理事 石黒慶一氏』を卓話講師

としてお招きになる例会、②10/24（火）開催／東京池

袋RC様より「日帰り研修旅行会」、③来年2/21（水）

に行われます「地区大会」の以上3点のご案内を入口テ

ーブルに置きますので、どうぞご覧ください。 

地区大会につきましては、来週、ホストクラブの東京四

谷RC様から実行委員長が来会されますので、その際、

詳しくお話しいただきます。 

３．このたび急なことですが、岡村会員が転勤されるこ

とになりました。引継ぎなどでお忙しく、例会へのご参

加は本日が最後だそうです。 

【出席関連】 

本日開催「2017-18年度北分区会長幹事会」に平井ガ

バナー補佐、須藤分区幹事、中里分区副幹事、冨重会長、

浦野幹事会が出席します。  

次回の例会／第２０７６回（１０. １６） 
      ※１０月９日（月）は祝日休会です。 
    

ゲスト・ビジター（７名） 

会長報告 

幹事報告 

前回の例会／第２０７４回（９. ２５） 

  

 

お知らせ：クラブ内 
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◇ガバナー公式訪問準備会／会長 
公式訪問のタイムスケジュール・概要を全員に配布、 

説明。 

 

◇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） 

 

 二神様、貴重なお話をありがとうございました。 

 

 

 

             
 
 

◇ガバナー公式訪問準備会／会長 
公式訪問のタイムスケジュール・概要を全員に配布、 

説明。 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

会員数 出 席 欠 席 出席率 
8/21 

修正出席率 

35 33 2 94.28％ 93.75％ 

  

    移動例会（親睦会）のお知らせ 

            会   長  冨重 克彦 

            幹   事  浦野 静夫 

            親睦委員長  中里 隆重 
 

 今年度は新会員の方も増えましたので、少しでも多く

の皆様にご参加いただきたく、下記の通り、ディナーク

ルーズを企画いたしました。ご多忙とは存じますが、是

非多数ご参加賜りますようご案内申し上げます。 

           ＜記＞ 

１．実施日時：平成29年10月27日（金） 

 ２．会  費：おひとり15,000円 (当日集金)  

 ３．集合場所：ザ・クルーズクラブ東京 18：30必着  

   TEL  ０３－３４５０－４３００ 

      https://cctokyo.co.jp/  

  りんかい線「天王洲アイル駅」A出口より徒歩5分 

  JR・京浜急行「品川駅」東口（港南口）より 

                   タクシー6分 

  東京モノレール「天王洲アイル駅」徒歩2分 

   東京都品川区東品川2-3-16 ｼｰﾌｫｰﾄｽｸｴｱ1階  

   ※池袋から乗車の方は、下記の電車で皆さん一緒に  

   行きましょう。 

  ◆JR池袋駅 1番ホームの一番前に集合 

  埼京線 新木場行き17時49分発に乗車 

 ４．その他 

  船は貸し切りではありません。時間厳守でお願いい 

  たします。 

 ５．ドレスコード : スマートカジュアル 

  ※申し込み・お問合せは事務局へ。 

  （申し込み最終締切り／10月6日） 

  

  

           

 

 

プログラム 

＜ニコニコボックス＞ 

◇地区青少年交換委員／石川宜司様、池田真須美様より 

 三上瑛人君のスポンサークラブをお請け頂き、心より感謝申し

上げます。 

◇久保田英敬様（岡村会員ゲスト）：本日参加させていただきま

す。宜しくお願いいたします。 

◇奥野会員：40年ぶりで神宮に立教を応援に連続で行って来ま

した。ヒヤヒヤしましたが早大に勝ち、強かったです。来週は 

 宿敵明治との試合です。（明大は大沼、田島、西部、安達会員

ですね。）都合がつけば応援に行きたいと思います。 

◇岡村会員：1年という短い間でしたが、本当にお世話になりま

した。ありがとうございました。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
年度累計 ￥４６６,９７４   

 
 
 
 
 
 
 
 
く     

 
 

出席報告 (９. ２５) 

https://cctokyo.co.jp/

