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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：それでこそロータリー  

ソングリーダー：西部 孝之 会員 
 
 
 
 

◇「年次総会」／議長 冨重会長 

次年度(2018-19)理事・役員候補者の件 
（司会／浦野幹事） 
 

◇「イニシエーションスピーチ」／久恒会員 
 

 

◆会員は出欠に関わらず、おひとりにつき１個、景品の 

 提供にご協力をお願いします。 

◆親睦ならびにＳＡＡ各位は、準備のため、当日お早目

にご参集頂ければ幸いです。集合時刻は事務局よりご

連絡致します。 

☆12 月 25 日(月)は定款休会のため、年内の例会は｢忘

年家族会｣で終了です。 

 
   
 

◇１月 例会スケジュール（次々回以降） 

 １日（月）：正 月 休 会 

 ８日（月）：祝 日 休 会 

１０日（水曜・夜）：第２０８６回 

「新年例会」点鐘１８時～１９時３０分 閉会 
  （於：東武バンケットホール ） 

15日（月）：「新年例会」へ振替休会 

２２日（月）：第２０８７回  

卓話 （奥野会員紹介） 

２９日（月）：第２０８８回 
職業奉仕関連卓話 （大沼会員紹介） 

 
◇１月の例会受付当番 

蕪木会員 ・須藤会員 ・佐々木会員 
※１２:００までにご来場願います。 

 
◇「下期会費等請求」のお振込みを期日までに
お願いいたします。 

 
◇事務局「年末年始休業」のお知らせ 

12月2８日（木）～2018年1月8日（月）迄 

 
             
 
 

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 

 
 
 
 

郭 崇さん（2017学年度米山奨学生） 
 

       第２０８４回例会号 ２０１７年１２月１１日発行 

 本日のプログラム 

 

ゲスト・ビジター（１名） 

 本日の例会／第２０８４回例会（１２. １１） 

） 

 

 前回の例会／第２０８３回（１２. ４） 

  

 

お知らせ：クラブ内 

 

     
        

次回の例会 

第2085回(12/18 ・月曜 夜） 

  ｢忘 年 家 族 会｣ 
18時点鐘～20時30分閉会予定 

（17時30分より受付） 

＊ホテルメトロポリタン３階「カシオペア」 

＊会費／会員 15,000円、ご夫人10,000円 

               （当日お支払） 
  ※昼間の例会はございません。 
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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」

12月号が届いております。 

２．「忘年家族会」の出欠返信が未だの方はお早めに。 

【出席関連】①12月9-10日開催「ローターアクト地

区交流合宿」に須藤会員が出席します。 

②12月12日開催「（東京池袋RC主催）地域社会奉仕 

プロジェクト説明会」に安達会員が出席します。 

③12 月 17 日開催「インターアクト地区合同活動 顧問

教師会インターアクト委員会合同会議」に蕪木会員が出

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。 

 

 

＜須藤国際奉仕副委員長＞去る 11 月 30 日に「在

京・国際奉仕委員長会議」が学士会館で開催され、出

席してまいりました。 
 

 

 
◇誕生会員(１２月)1 分間スピーチ  

田口会員（12/16 生） 

 

◇クラブ協議会 上期報告 

五大奉仕委員長・西部直前会長発表  
（司会／浦野幹事） 
 

＜西澤クラブ奉仕委員長＞：今年度の活動方針は、強

いクラブにして行く、ということです。 

そのために各委員会に協力していただき、まず、メン

バーが出席したくなるクラブを作るために興味深い

卓話者を依頼、参加したくなる移動例会、和気藹々と

した例会、等のプログラムを準備していく。今年度は、

東京湾のクルーズを移動例会に取り入れたり、インフ

ォーマルミーティングにゲストを招待する等の新し

い試みを行っている。 

また、IT を積極的に活用し、クラブ内の情報共有、ク

ラブ外部への情報発信を強く行い、ロータリークラブ

の広報、イメージ向上を目指してゆきたい。 

SNS 等の接しやすいツールも活用してゆきたい。 
 

＜大沼職業奉仕委員長＞：職業奉仕は、ロータリーの

基本と言えるが、実に奥が深く、理念では理解できて

も、実際の行動はと考えると困ってしまう。とは言え、

最もわかり易い言葉として、日本の江戸時代の近江商

人の「三方良し」とか、大丸の「先義後利」などがあ

りかも知れない。今もって研修中です。 

1.研修への参加 

（1）2017 年 8 月 9 日（水） 地区研修会に参加 

 講師 深川純一 パストガバナー 

 第 2680 地区 1990-91 ガバナー（伊丹 RC） 

 タイトル 「職業奉仕・この素晴らしきもの」 

（2）2017 年 11 月 21 日（火）クラブ職業奉仕委 

 員長会議に参加 

 講師 地区職業奉仕委員長 林 茂男 様 

 タイトル  ・ロータリー倫理運動＝その職業奉仕の 

 もつ意義 

 ・日本ロータリー史（戦前・戦後） 

 ・日本古来の職業倫理  

  三井高利・石田梅岩 

2.卓話の要請 

（1）2018 年 1 月 29 日（月） 

 講師 GINZA SIX リテールマネジメント株式会社 

 代表取締役社長 桑島 壮一郎 様 

 タイトル 「未定」 
 

＜安達社会奉仕委員長＞（須藤会員代読）：今年度前期

では、地域事業への協賛を始め、義援金（九州北部豪

雨支援金）活動を行ないました。 

また独自事業として、WAKUWAKU ネットワークへ

の協力事業として、財団の地区補助金を使い、高校生

向けの電子辞書１２台を寄贈します。 

それに関しては、忘年家族会に栗林代表を招待し、寄

贈式を行う予定です。 

また、春にはワークショップを行う予定です。また、

東武デパートさんには、プレーパークに使うダンボー

ルの供給を続けてもらっており、大変感謝されていま

す。 
 

＜蕪木青少年奉仕委員長＞：青少年奉仕はRC活動の中 

でのメイン中のメインと考えています。 

インターアクト 

①担当の先生が中川先生お一人になり、大変だが、メンバ

ーも増えて活動は盛り上がっている。 

②地域に根差した活動にも積極的に参加している。長崎神

会長報告 

幹事報告 

各種報告 

プログラム 
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社相撲大会、豊島区無形文化財「しし舞い」行列など。 

③永きに渡りインターアクトの活動を引っ張って来られた

日大一高の浦添先生が定年退職されることによりクラブが

閉鎖されるとの話も出て、これからの方向性が大変かもし

れません。 

ローターアクト 

ようやく当クラブにもローターアクトクラブが出来て間も

なく1年になります。委員長である須藤さんを中心に若い

メンバーを支えていきたいと思います。 
 

＜須藤国際奉仕副委員長＞：今年度は、6月のカナダト

ロントでの国際大会への参加と 3 月の高雄での日台親善

会議への参加が主な事業です。国際大会へは現在１名が

参加を申し込んでいますが、12月の半ばまでに申し込む

と登録料が安くなるので、参加する方は早めに登録され

るようにお勧めします。また6月24日には2580地区

の東京ナイトが開催される予定です。 

また日台へは、現在 4 名が参加する予定です。日本から

は11月30日現在430名の参加が見込まれており、予

定の400名を超えています。 

 

＜西部直前会長（カウンセラー）＞：各委員長の皆様、

発表ありがとうございました。今年度は40、50才代の

メンバーも増員してとても活気づき、活動内容もより一

層充実してきており、クラブ自体が良い意味で転換期に

来ているような気がいたします。 

 WAKUWAKU ネットワークをサポートすることによ

り、豊島区に 6 人に一人と言われている貧困児童に対し

て、地区の補助金を使って電子辞書を寄贈することは、

子供達と我々の心に生涯残る、有意義な事業であると思

います。第2580地区69クラブの中で、ローター・イ

ンターアクトの両方を提唱してしているクラブは 6 クラ

ブだけでしたが、RI テーマでもある MAKING A 

DIFFERENC『ロータリー：変化をもたらす』ために、

当クラブは第７番目のクラブとして、勇気と自信をもっ

てローターアクトを提唱し、それを両立していることも

誇りに思います。地区キーワード「感動と調和」、クラブ

テーマ「ロータリーに新たな魅力をつける」ためにも、

益々「風通しの良いクラブ」を目指して、奉仕活動も頑

張って行きましょう！ 

最後にお願いですが、ロータリー活動を理解していく上

で大変役立ちますので、是非、My Rotaryにご登録いた

だきたきますようお願いいたします。 

 

 

 
 

会員数 出 席 欠 席 出席率 
11/6 

修正出席率 

35 25 10 71.42％ 96.96％ 

 

 

 

 

             
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇◆12 月「理事･役員会」報告 

日時／平成29年12月4日(月)13:30～場所／東武BH 

出席者／冨重、西部、西澤、田島、浦野、大沼、蕪木、 

須藤、奥野、田中、佐々木（順不同、敬称略） 

＜議 題＞ 

◆報告事項 

①地区大会人頭分担金9,000円×2017年12月1日時 

点会員数（35 名）の件：了承 

②11/24（金)開催「武蔵野分区 IM」登録料の件 

（平井会員、中里会員出席）：了承 

③11/30（木)開催「2017-18 年度（在京）国際奉仕委

員長会議」登録料の件（須藤会員出席）：了承 

④12/12（火）開催「地域社会奉仕プロジェクト 

（東京池袋 RC」会費の件（安達会員出席）：了承 

⑤12/24（日）開催「地区青少年交換委員会主催懇親会 

登録料の件（平井会員、須藤会員出席）：了承 

⑥1/15（月）開催「地区連絡会」登録料の件 

（平井会員、須藤会員、中里会員出席）：了承 

⑦事務局年末年始休業 12/28(木)～1/8(月)の件：了承 

◆審議事項 

①バギオ基金寄付金の件：昨年同様とする。 

②岡村国際奉仕委員長退会につき委員長後任の件：須藤副

委員長を委員長とし、仲西会員を副委員長とする。また、

今後、委員長が退会などで空席となった場合、副委員長を

繰り上げる。 

③今年度半期会計報告の件：1 月理事役員会時に田島会計

より報告する。 

＜次回（1 月）｢理事・役員会｣予定日＞ 

日時／平成 30 年 1 月 22 日(月)13:30～場所／東武 BH 

出席報告（１２. ４） 

＜ニコニコボックス＞ 

◇冨重会長／皆勤賞8年：皆勤賞ありがとうございます。 

 まだまだ頑張らねば…。 

◇浦野幹事：先週欠席してすみません。佐々木副幹事あり

がとうございました。皆勤祝いもありがとうございまし

た。たった4年ですが、長く感じています。 

◇今田会員／皆勤賞44年：健康で、お蔭様で皆勤できま

した。 

◇鵜目会員／皆勤賞28年：健康のお陰です。 

 今後とも宜しくお願い致します。 

◇田口会員／誕生祝：誕生祝い有難うございます。 

 12月16日で66才になります。 

◇佐藤(進)会員／結婚記念：昨日で結婚28周年を迎えま

した。今思うとあっという間でした。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
年度累計 ￥４６６,９７４   

 
 
 
 
 
 
 
 
く     
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「My Rotary」に登録しましょう！ 

「My Rotary」とは？ 

「My Rotary」とは、ご登録いただくことでロータリーの活動や地区、クラブ運営に必要な情報やデ

ータを随時入手できる便利なシステムです。（国際ロータリーのウェブサイトをご覧いただくには

「Google Chrome」等、最新のブラウザをご利用いただくほか、「My Rotary」のアカウント作成

時に個人認証のため、他の方と共有していない個人専用のメールアドレスが必要となります。） 

「My Rotary」の登録が未だの方へ 

例会時にご一緒に登録していただく機会を設けますので、その際には是非ご参加ください。 

                                         （西部 IT委員長） 

 

 青少年奉仕情報第 26号より 

◆インターアクト活動を通じて学んだことや今後の活動の意気込みについて 

城西大学附属城西高等学校インターアクトクラブ （当クラブ提唱） 

会長 吉田葵 

ボランティアやインターアクト年次大会、どちらも人とのつながりがあることで成立する活 

動なので、つながりが大切だと強く感じます。そのため今後はつながりをさらに広げ、活動 

や人間性を一回り大きく成長させていきたいです。 
 

◆ローターアクトクラブ例会へのお誘い 

ぜひ、ご興味ございましたら、ローターアクト活動に直に触れていただければと存じます。 

青少年奉仕はまず青少年に会うことからです。お問合せやお申込みは事務局で承ります。 

なお、ローターアクトクラブ例会への出席は、ロータリアンにとってもメーキャップになります。 

（ローターアクトとは、18歳から30歳までの青年男女のための、ロータリークラブが提唱する奉仕クラブ。 

 ローターアクトクラブは通常、地域社会や大学を基盤としており、地元のロータリークラブが提唱しています。） 

                             

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9D%92%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%83%96
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A5%89%E4%BB%95
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E7%A4%BE%E4%BC%9A
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%AD%A6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%83%96
https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwir6bPX9fbXAhVJJJQKHeN5C2oQjRwIBw&url=https://matome.naver.jp/odai/2132032345166979401&psig=AOvVaw2Ab11Cl_rPdIfCPzJg6WiR&ust=1512702358250769

