
 1 

                   

      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～～～    
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            会長  冨重 克彦 

新年あけましておめでとうございます。 

会員各位、ご家族の皆様におかれましては健やかに新

しい年を迎えられたことと存じます。 

残り半年、引き続き会員増強に力を注ぎ、会員の皆様

とクラブ発展のために精一杯頑張りたいと思います。

皆様のご指導、ご支援をよろしくお願いいたします。 

 

 
 
 

 
司会：田島 幸男 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 

 

 
 
 

 

◇卓話「人生を振り返って」 

 元巨人軍投手 横山 忠夫 様 （奥野会員紹介） 
 

 
 
◇１月の例会スケジュール（次々回以降） 

第２０８８回：２９日（月）  
職業奉仕関連卓話 
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    （大沼会員紹介） 

◇１月例会受付当番 
蕪木会員・須藤会員・佐々木会員 
※12時までにご来場願います。 

 
◇１月のお祝いの方々おめでとうございます 

＜会員誕生祝：1名＞ 恩田会員 
※例会中において１分間スピーチをご依頼申し上げます。 

 
＜夫人誕生祝：該当なし＞ 

 
＜結婚記念祝：該当なし＞ 

 
＜皆勤祝：１名＞ 田中会員 19年 

 

  
 
 
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 
 
 
 
 
 
 

 

会長報告は特にございません。 

 

 

１．ガバナー事務所より「12月／疾病予防と治療月間」

のリソースが届いております。閲覧希望の方は、事務局

までお申し付けください。 

  第２０８６回例会号 ２０１８年１月１０日発行（第 2085 回合併号） 

前々回の例会 第２０８４回（１２. １１） 

ゲスト・ビジター（０名） 

会長報告 

幹事報告 

本日の例会／第２０８６回例会(1.１０ 水曜) 

       新 年 例 会 

 

 
 新年のごあいさつ 

 

次回の例会／第２０８７回（1. ２２） 
     ※１月1５日（月）は振替休会です。 
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２．来週は「忘年家族会」です。先般お願いいたしまし

た通り、出欠に関わらず、会員おひとりにつき１個の景

品提供のご協力をお願いいたします。 

また、当日は親睦・ＳＡＡの皆様にはお手伝いをお願い

したいと思います。集合時間等の詳細は事務局よりご連

絡させていただきますので、宜しくお願いいたします。 

【出席関連】 

12月24日開催「地区青少年交換委員会主催『オリエン

テーション／懇親会』」に三上君、平井会員、須藤会員が

出席します。 

 

             
 
◇誕生会員(１２月)１分間スピーチ 

関根会員12/23生  

 

◇「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） 

        ＜記＞ 

２０１8-19年度 理事及び役員 

≪理事≫ 

会  長       西澤  応人 

副会長／会長ノミニー  

クラブ奉仕委員長   浦野  静夫 

副会長        奥野  仁己 

職業奉仕委員長    西部  孝之 

社会奉仕委員長    田口  直哉 

青少年奉仕委員長   佐々木  誠 

国際奉仕委員長    仲西  恭一 

直前会長       冨重  克彦 

幹  事       大沼  愼一 

会  計       田島 幸男 

≪役員≫ 

会  長       西澤 応人 

副会長／会長ノミニー  浦野 静夫 

副会長        奥野 仁己 

幹  事       大沼 愼一 

会  計       田島 幸男 

会計監査       岩崎  博 

Ｓ Ａ Ａ       中里 隆重 

副 幹 事       佐藤  進 

 

 西澤次年度会長       大沼次年度幹事 

 

◇「イニシエーションスピーチ」 

  久恒 康裕会員 （2017/9/4入会） 

   
・生い立ち：1963 年(昭和 38 年)10 月 5 日生まれ  

てんびん座の AB 型 

練馬区生まれの練馬育ち。5年前に終の棲家としてあこ

がれの街池袋へ転居。区立小・中学校を経て慶應義塾高

校へ入学。これまた大変優秀だったので、大学卒業まで

に5年を要した。 

・職歴：大学卒業後、日揮（エンジニアリング会社／石

油精製・科学プラント会社）へ入社。見積（2年間）→

国内営業（6年間）→国際営業（2年間）でフィリピン

担当。中卒の英語力であったが、3か月間英会話学校へ

派遣され、TOEIC240→780！ 駐在はしなかったもの

の、フィリピンに数多く出向く→とても楽しかった。現

地女性に名刺を渡し、会社に電話されて大変上司に叱ら

れた。アメリカでの駐在を夢見ており、現実になりそう

になった時、父の体調が悪くなり、現在勤務している第

一総合警備保障へ2代目として入社（33才の時）。 

それから今回ロータリーへ推薦してくださったセシムの

佐々木社長にも懇意にして戴き、現在に至る。 

・趣味：ランニング→この15年間、毎年ランニングマ

シーンで走っている。今はマンションのジムにて実施し、

今年の目標は1,000km走破。現在960kmまで達成。 

休肝日→昨年の健康診断でガンマGTPが75まで下がっ

た。今年一年の休肝日実施目標は85回で、現在82回

達成。 

ゴルフ→お付き合いにて年間40～50回程度。それほど

好きでないため、スコアは100～110。 

ギター→中学校より始め、高校・大学ではバンドを組み、

ライブハウスでも演奏。社会人になり遠ざかっていたが、

また5年ほど前よりバンド活動開始。2年前には池袋ジ

プログラム 
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ャズフェスにも参加し、年1～2回のライブ活動。来年

は池袋ジャズフェスにエントリー予定。好きな音楽ジャ

ンルはポップス・フュージョン・ジャズ等。   以上 

                  （記／久恒会員） 

 
 
 
 

会員数 出 席 欠 席 出席率 
11/13 
修正出席率 

35 30 6 85.71％  88.23 ％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 
＊会場／ホテルメトロポリタン３Ｆ「カシオペア」 

（受付17時半～、点鐘18時～20時半閉会） 

＊会費／会員1万5千円、ご夫人1万円（小学生以下無料） 

 
 
 

１８：００～「第２０４３回 例会」 

司会／安達政弘 副ＳＡＡ 

 

 

本日はお忙しいところ、ご家族の皆様も多数ご出席くだ

さいまして、誠にありがとうございます。中里親睦委員 

長、副ＳＡＡ各位のご協力ならびに佐藤総支配人のご尽

力に厚くお礼申し上げます。ゲストの皆様もどうぞご一

緒に最後までお楽しみください。 
 
 
 

１．ガバナー事務所より「ロータリー平和フェローシッ

プニュースレター」第2号」が届いております。 

２．来週25日ならびに1月1日、8日の例会はござい

ません。次回例会は1月10日（水）、18時から東武

バンケットで夜間例会です。宜しくお願いいたします。 
 
 
 

◆NPO法人豊島子どもWAKUWAKUネットワーク 

 理事長／栗林 知絵子様、理事／山本 道子様 

◆郭さん指導教官／大東文化大学教授 蔵中しのぶ先生 

◆城西高校インターアクトクラブ顧問／中川 昌枝先生 

◆元 会員／SMBC日興証券株式会社 大宮支店法人部長  

 岡村 宗久様 

◆第54期青少年交換派遣予定学生／三上 瑛人君 

             お母様／三上 園子様 

◆ロータリー財団奨学生／梅田 智也さん 

◆2017学年度米山奨学生／郭 崇さん 

◆東京池袋西RAC／加藤 光君、吉田 陽香さん 

◆会員令夫人／齊木夫人、関根夫人、田中夫人、平井夫人、  

 竹内夫人、岩崎夫人、浦野夫人、佐々木夫人（順不同） 

◆会員ご令息２名／浦野 瑛光君、寛久君 
 
 
 
 

会員数 出 席 欠 席 出席率 
11/20 
修正出席率 

35 28 7 80.00％  97.05 ％ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

        ＜次年度理事・役員紹介＞ 

 

＜ニコニコボックス＞ 

◇浦野幹事：今年度、上期の「ニコニコ」が少し少ないようです。  

 皆様、遠慮せず、笑顔で“ニコニコ” 宜しくお願いしま～す！ 

◇関根会員／誕生： 癌再発20％と言われておりましたが、 

 お蔭様で85才となりました。有難うございます。 

◇西澤会員：いよいよ次年度のキックオフです。 

 皆様よろしくお願い致します。  

◇蕪木会員：入会依頼二人揃ってクリスマス会には欠席せずに出

てまいりましたが、今回は欠席になります。 

 ニコニコの件、佐藤さん宜しくお願いします。  

◇中里会員／夫人誕生：すっかり忘れておりました。 

 ギリギリセーフ！ありがとうございました。 

◇長尾会員：結婚祝いのワインありがとうございました。 

 クリスマスに飲むのを楽しみにしております。  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年度累計 ￥４６６,９７４   

 
 
 
 
 
 
 
 
く     

 
 

出 席 報 告 (１２. １１) 

） 

 ９) 

前回の例会／第２０８５回（１２. １８） 

      忘 年 家 族 会 

） 

プログラム 

会長報告 

ゲスト・ビジター（２１名） 

幹事報告 

出 席 報 告 (１２．１８) 

） 

 ９) 

＜ニコニコボックス＞ 
◇冨重会長：上期大変お世話になりました。 

 来年もどうぞよろしくお願い致します！！  

◇鵜目会員：平成元年に入会し、29年間、会員皆様と共に楽し 

 いロータリー生活を送ることが出来ました。 

 心より感謝致します。ありがとうございました。 

◇西澤会員：来年宜しくお願いいたします。  
 
本日合計：￥ ２０,０００ 

年度累計：￥２７２,８８８ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
年度累計 ￥４６６,９７４   

 
 
 
 
 
 
 
 
く     

 
 

http://toshimawakuwaku.com/
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鵜目会員（12/31 退会）  

関根会員より「別れの歌」 

鵜目会員はご自宅の都合により RI 第 2650 地区／草津

RC へ移籍されることになりました。是非また、当クラ

ブへメイクアップでお越しください。中井会員もお仕事

の都合で 12 月末日を以って退会されます。 

 
 
 
 

 

「NPO法人豊島子どもWAKUWAKUネットワーク」

様へ、当クラブ奉仕事業として電子辞書12台を寄贈い

たしました。 

 

 １８：３０～「親睦会」 

☆お食事ならびにご歓談☆ 

 

 西部直前会長による乾杯 

       

 
 ♪ブルースハーモニカとギターのコラボレーション 

               「マツモニカ」さん 
 

 

  フィナーレ「手に手」 

      

   

  西澤次年度会長 閉会のご挨拶 

  

 ご参加の皆様、ありがとうございました。 

  

 

 
 
 
◇ＲＩよりロータリーレートのお知らせ 

１月：１ドル＝１１４円 

退会挨拶 

 ９) 

電子辞書贈呈式

９) 

お知らせ：クラブ外 

http://toshimawakuwaku.com/
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