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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.https://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：info@ike-nishi-rc.jp   

 

（第１８３６回合併号）  
 

 
 
 
 

司会：大沼 愼一 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「マスク越しに見たプロ野球」 

一般社団法人日本野球機構  

規則委員・審判技術委員長 井野 修 様    

（佐々木会員紹介） 
 

 

 
  
 
 
 
 
             

 

司会：小原 百合子 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 
 
 
 
 
宮部 一弘様（東京池袋RC） 

2018学年度米山奨学生／郭 崇さん 

三上 瑛人君（第54期青少年交換派遣予定学生） 
 
 
 

ガバナー事務所より①「台湾東部地震被害への支援金の

件、2018年4月25日付にて2,454,982円を姉妹地

区（台湾・第３４８２地区）へ送金」ならびに②「青梅

市梅の里再生事業への支援金の件、2018年4月24日

付にて360万円を青梅市へ納入」とのご報告がありまし

た。皆様のご協力に感謝申し上げます。また、「ロータリ

ー文庫」のご案内も頂いております。HPでも閲覧できる

そうですので、是非ご覧ください。 

 

 

１．東京池袋 RC 様からの「社会奉仕プロジェクト」資

料収集のお願いは、期日までに当クラブ事務局までご返

送ください。 

２．来週 14 日は 17 日「５クラブ合同例会」への振替

休会のため、例会はありません。17日はホテルメトロポ

リタン3階で11：30より受付とお食事ができます。 

例会は4階の会場で12：30点鐘です。ご参加の皆様は

よろしくお願いいたします。 

【出席関連】 

①5月12-13日開催「第23回日本青少年交換研究会・

千葉会議」に平井会員、須藤会員が出席します。 

②5 月 13 日開催「東京上野ロータリークラブ主催／下

谷神社大祭」に三上君が参加します。 

③5月15日開催「2018-19年度地区拡大増強委員会」

に平井会員が出席します。 

④5 月 16 日開催「東京上野ローターアクトクラブチャ

ーターナイト」に平井会員、須藤会員が出席します。 

⑤5月17日開催「2018-19年度ロータリー財団補助

金奨学生オリエンテーションおよび壮行会」に須藤会員

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。 

  第２１０１回例会号 ２０１８年５月２１日発行（第 2100 回合併号） 

 本日のプログラム 

 

 本日の例会／第２１０１回例会（５. ２１） 

） 

 

ゲスト・ビジター（３名） 

会長報告 

幹事報告 

前々回の例会／第２０９９回（５. ７） 
 

  

 

次回の例会／第２１０２回（５. ２８） 

      夜 間 例 会 

  点鐘１８時～１９時３０分 閉会（東武BH） 

🍀ローターアクトクラフﾞとの合同例会🍀 
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◇５月誕生会員おめでとうございます。 

 

 

◇青少年奉仕フォーラム 

卓話「ロータリーとの関わり」 
 東京池袋西ローターアクトクラブ 

山下 和歌子さん （須藤会員紹介） 

  
 

  【プロフィール】 

 2010年4月 都立国際高校入学 

2011年9月 第2580地区青少年交換プログラム 

47期派遣学生としてスペインへ交換留学 

2013年4月 青山学院大学経済学部経済学科入学 

2017年4月 大学卒業後、 

彰栄リハビリテーション専門学校入学 
 

山下さん、貴重なお話をありがとうございました。 

 

 
 
 

会員数 出 席 欠 席 出席率 
4/2 

修正出席率 

33 26 7 78.78％  85.71％ 

 
 

◇◆5 月「（新旧）理事･役員会」報告 

日時／平成 30 年 5 月 7 日(月)13:30～場所／東武 BH 

出席者／冨重、浦野、西澤、大沼、安達、須藤、奥野、 

田島、田中、田口、西部、佐藤(進)、岩崎、中里 

（順不同、敬称略） 

＜議 題＞ 

◆報告事項 

①4/8(日)｢在京･青少年奉仕包括成果発表会｣登録料の件 

（平井、佐々木出席）：了承 

②4/12(木)｢20117-18 年度地区研修協議会 R 財団部 

門別打合せ昼食会｣会費の件（須藤出席）：了承 

③4/25(水)｢2017 学年度米山奨学生およびカウンセラ 

ーオリエンテーション｣登録料の件（小原出席）：了承 

④5/9(水)｢(在京)次年度青少年交換会議｣登録料の件 

（須藤出席）：了承 

⑤5/17(木)｢2018-19R 財団補助金奨学生(候補)オリエ 

ンテーションおよび壮行会｣会費の件（須藤出席）：了承 

⑥5/17(木)｢５クラブ合同例会｣登録料の件：了承 

⑦5/23(水)｢東京あすか RC30 周年記念例会｣会費の件 

：了承 

⑧5/23(水)｢会長エレクト･次期クラブ米山委員長セミナ 

ー｣登録料の件（西澤、小原出席）：了承 

⑨5/31(木)｢東京リバーサイド RC 創立 20 周年記念例 

会｣会費の件（冨重、佐々木出席）：了承 

⑩6/4(月)｢2017-18 年度北分区新旧会長・幹事会｣会費 

の件（今年度会長幹事、次年度会長幹事出席）：了承 

⑪｢まちかど回遊美術館｣池西賞の件：了承 

◆審議事項 

①「ニコニコ」運用目的について：ニコニコ口座より本会 

計へ繰り入れ、運用については本予算で決定する。 

②本年度決算と次年度予算について：承認 

③「今年度インターアクト年次大会(沖縄))／城西高校イン 

ターアクトクラブ沖縄参加補助費増額の件：顧問 1 名増 

員分補助する。 

④6/18（月）「最終夜間例会」会費の件ならびに招待者 

の件：会費は昨年同様とし、招待者は城西 2 名、三上君 

とお母様、ローターアクター3～4 名（RA は会費半額） 

⑤次年度上期会費請求の件：上期会費＋周年行事積立金上 

期分にインターアクト年次大会登録料の金額を加算。参加 

登録する場合は半額をクラブ負担とする。 

⑥次年度「ロータリークラブの未来を考える委員会」設置 

の件：冨重委員長、長尾副委員長、白石副委員長とする。 

⑦メール BOX 買替えについて：買替える。 

◆その他 

次年度委員会構成の件：次年度幹事は佐藤(進)会員、次年

度副幹事は佐々木会員とする。 

＜次回（6 月）｢（新旧合同）理事・役員会｣予定日＞ 

日時／平成 30 年 6 月 4 日(月)13:30～場所／東武 BH 

 

   

 

出席報告 

） 

 ９) 

プログラム 
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＊ホストクラブ／東京池袋RC 
＊会場／ホテルメトロポリタン４F「桜」 

＊出席クラブ（創立順） 

東京池袋RC、東京板橋RC、東京池袋西RC、 

東京豊島東RC、東京板橋セントラルRC 
 

 
 
 

会員数 出 席 欠 席 出席率 4/9修正出席率 

33 25 8 75.75％ 96.77％ 

 

 
 

 

 
開会点鐘／5クラブ会長 

 

 
西澤次年度会長      佐藤次年度幹事 

 

＊卓話『伝統文化の始まりと 

春日大社の信仰』 

春日大社宮司 花山院 弘匡 氏 
 

 平井北分区ガバナー補佐 
 

    
 

＜第55回インターアクト年次大会＞ 

記 

開 催 日／2018年8月5日（日）9：30～ 

開催場所／昭和薬科大学附属高校（沖縄県浦添市） 

大会テーマ「 未来への道 」 
１．参加登録料（会員、ご家族）各１万円（半額クラブ負担） 

２．登録のみ：３千円  

※登録料は次年度上期会費と共にご請求申し上げます。 

＜ニコニコボックス＞ 

◇冨重会長：①家内の誕生祝をありがとうございます。 

      ②1週間前に娘が男の子を出産しました。 

ついに「おじいちゃん」になりました。  

◇浦野幹事：幹事、あと2か月！ 頑張りまーす。 

◇恩田会員：「5クラブ親睦ゴルフ大会」で個人1位、団体2 

位になりました。 

◇齊木会員：会員誕生 

◇岩﨑会員：47回目の結婚記念日を健康で迎えることが出来ま 

した。 

◇須藤会員：本日ローターアクターの山下さんが卓話をします。 

 宜しくお願いします。 

◇小原会員：会員誕生 

◇奥野会員：結婚記念 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年度累計 ￥４６６,９７４   

 
 
 
 
 
 
 
 
く     

 
 

前回の例会 第２１００回（5. 17 木曜 ） 

     ｢５クラブ合同例会｣ 

 

出 席 報 告 (５. １７) 

） 

 ９) 
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（次年度）2018～2019年度委員会構成のご報告 

次年度各委員会を下記の通り構成させて頂きましたので、ご協力のほど宜しくお願い申し上げます。 

また、RIテーマと松坂ガバナーの方針を受け、次年度のクラブテーマを下記の通り掲げることといたします。 

・次年度RIテーマ：「Be The Inspiration = インスピレーションになろう」  

・松坂次年度ガバナー方針：地区ターゲット【研修】と【活性化】 

・次年度クラブテーマ：「周囲を感化しよう！」 

（記：西澤次年度会長、佐藤(進)次年度幹事）                                

次年度委員会 次年度委員長 次年度副委員長 次年度委員 

クラブ奉仕 浦野 静夫 田中 俊昭  

出席 久保田 英敬 久恒 康裕  

親睦 
ロータリー家族 西部 孝之 久恒 康裕 白石・久保田 

職業分類 恩田 裕城 今田 哲 古田 

会員増強 中里 隆重 西部 孝之  

会員選考 齊木 勝好 恩田 裕城  

プログラム 蕪木 文昭 長尾 祐一  

雑誌・広報 久保田 英敬 本谷 昭眞  

クラブ会報 白石 庄一郎 竹内 陸夫  

ロータリー情報・ 
研修リーダー 

冨重 克彦 平井 憲太郎 田島 

ＩＴ情報 長尾 祐一 白石 庄一郎  

職業奉仕 西部 孝之 田中 俊昭 酒巻 

社会奉仕 田口 直哉 佐々木 誠  

青少年奉仕 佐々木 誠 本谷 昭眞  

インターアクト 安達 政弘 蕪木 文昭  

ローターアクト 平井 憲太郎 須藤 和由 長尾 

 青少年交換 須藤 和由 平井 憲太郎  

国際奉仕 仲西 恭一 須藤 和由 酒巻 

ロータリー財団 奥野 仁己 関根 憲治  

米山奨学会 小原 百合子 佐藤 晃  

Ｓ･Ａ･Ａ 中里 隆重 
＜副S･A･A＞西部、安達、佐々木、田口、仲西、長尾、白石、 
      久恒、久保田 

直前会長     冨重 克彦 

会 計     田島 幸男 

会計監査     岩崎 博 

会 長     西澤 応人 

副会長    浦野 静夫・奥野 仁己 

幹 事     佐藤 進 

副幹事     佐々木 誠 

＜その他＞ ＊地区青少年奉仕副委員長・地区拡大増強委員／平井憲太郎 

＊地区資金推進委員長／須藤和由 

＊地区ローターアクト委員／浦野静夫 

＊2018学年度米山カウンセラー／小原百合子 

＊「ロータリーの未来を考える委員会」委員長／冨重克彦  副委員長／長尾祐一、白石庄一郎 

＊敬称略 

 


