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      WWWEEEEEEKKKLLLYYY   RRREEEPPPOOORRRTTT   
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222000111888---111999 年年年度度度   ＲＲＲＩＩＩテテテーーーマママ    BBBeee   TTThhheee   IIInnnssspppiii rrraaattt iiiooonnn   ～～～イイインンンスススピピピレレレーーーシシショョョンンンににになななろろろううう～～～   

                  第第第 222555888000 地地地区区区タタターーーゲゲゲッッットトト【【【研研研修修修】】】ととと【【【活活活性性性化化化】】】    クククラララブブブテテテーーーマママ「「「周周周囲囲囲ををを感感感化化化しししよよよううう！！！」」」   

 

 

ＲＩ会長／バリー・ラシン 第 2580 地区ガバナー／松坂順一 
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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／西澤応人  副会長／浦野静夫(会長エレクト)・奥野仁己  幹事／佐藤 進  
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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   

第第１８３７回例会号 ２０１２年１月６日発行（第１８３６回合併号）  

 
 
 
 
 
司会：中里 隆重ＳＡＡ 

ロータリーソング：国歌、奉仕の理想  

ソングリーダー：佐々木 誠会員 

 
 
 

◇「入会式」亀田 泰司様  
      （紹介者：冨重会員、浦野会員、大沼 元会員） 

◇「会長年度方針」西澤会長 

◇「クラブ協議会」五大奉仕各委員長 
        （司会：佐藤幹事） 

 

 

 

◇クラブ奉仕クラブフォーラム 

        ／浦野クラブ奉仕委員長 
 

 
 
◇７月例会スケジュール 

祝 日 休 会 ：１６日（月） 

第２１０８回：２３日（月） 

①ガバナー公式訪問準備会／会長・幹事 

②会員卓話／佐藤 (進)会員 

定 款 休 会 ：３０日（月） 

 
◇７月例会受付当番 
岩﨑会員、西部会員、田口会員 
※１２：００までにご来場願います。 

 

◇７月のお祝いの方々おめでとうございます 

＜会員誕生祝：４名＞ 

西部会員   佐藤(晃)会員  浦野会員  本谷会員 
 

＜夫人誕生祝：３名＞ 

本谷夫人  田中夫人  齊木夫人 
 

＜結婚記念祝：１組＞ 小原会員ご夫妻  
 

＜皆勤祝：3名＞ 

本谷会員：27年  佐藤(進)会員：1年  

仲西会員：1年 

 

    ◆新年度ご挨拶 

  
       会 長／西澤 応人 

本年度会長を拝命した西澤です。 

バリー・ラシンRI会長は、今年度のテーマを「Be The 

Inspiration」としたことはご存じの通りです。ロータ

リーの奉仕は、人々の人生、そして地域社会を変えるも

のです。 

ロータリーは可能性を指し示し、そこに到達する意欲を

引き出し、行動を通じて世界の「インスピレーションに

なる」為の道を拓いてくれる。と言っています。 

   第２１０６回例会号 ２０１８年７月２日発行（第 2105 回合併号） 

本日の例会／第２１０６回例会（７. ２） 

） 

 

本日のプログラム 

お知らせ：クラブ内 

 

次回の例会／第２１０７回（７. ９） 
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ビジョン実現のためには組織づくりが必要であり、その

最初のステップは、クラブ内の会員融和と変化を生み出

そうとする意欲の堅持だと思います。 

松坂ガバナーのターゲットは、「研修と活性化」です。 

今年度は、クラブテーマを｢周囲を感化しよう｣としまし

た。当クラブのカラーである「風通しの良いクラブ」を

維持継承し、卓話や移動例会等を皆様で楽しんでいただ

き、研修を進め、外に向けてもその意欲を強く発信して

会員増強に繋げていきたいと思います。 

今年度 1 年間、皆様のご理解を頂き、ご支援、ご協力を

是非お願いを申し上げます。 

 

 
 副会長（会長エレクト）／浦野 静夫 

今年度、副会長を仰せつかった浦野です。 

いよいよ、輝かしい西澤会長・佐藤進幹事の年度がスタ

ートします。副会長として、会長・幹事のサポートがで

きるように頑張ります。 

また、各委員長をはじめ皆様と協力して素晴らしい１年

となるようにしたいと思います。 

1年間どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 
    幹 事／佐藤 進 

今年度幹事をさせていただく佐藤 進でございます。  

西沢会長を補佐する事が幹事の役割と思っております。 

しかし、ロータリー歴が浅いので解らない事や知らない 

事が沢山有ると思います。皆様のご協力・ご助言・ご指 

導を仰ぎながら、クラブが円滑に運営されるよう努めて 

参ります。どうか一年、よろしくお願いいたします。 
 

             
 
 

司会：奥野 仁己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 

 
 
 
 

岩根 勇司様（RI第2720地区 大分県・宇佐2001RC） 
 
 
   
会長報告はございませんが、本日、大分県からメーク

アップにご来会の岩根様にバナーを差し上げます。 

   

   岩根勇司様へ当クラブバナー贈呈 

 
  
 
 
 

１．ガバナー事務所よりお知らせです。英国のポリオ

サバイバーの実話を描いた映画『ブレス しあわせの

呼吸』（配給元：KADOKAWA）が、9 月 7 日に日

本各地で公開されるそうですので、是非、ご覧いただ

きたいと思います。当クラブ HP にも情報を載せます

ので、ご確認ください。 

２．来週 18 日は「最終夜間例会」のため、昼間の例

会はございません。再来週 25 日は定款休会、次回、

東武バンケットでの例会は 7 月 2 日です。 

【出席関連】 

6 月 17 日開催「第 54 期青少年交換派遣予定学生最

終オリエンテーション」に三上瑛人君、「地区青少年

交換来日学生帰国前報告会・来日/派遣学生合同歓送

会」に平井会員、須藤会員と三上瑛人君が出席します。 
 

 

        

クラブ協議会年度報告／五大奉仕各委員長 
 
◆西澤クラブ奉仕委員長（奥野副委員長代読） 

◆大沼職業奉仕委員長  ◆安達社会奉仕委員長 

◆蕪木青少年奉仕委員長 ◆須藤国際奉仕委員長 

◆西部 前会長より講評 

 

ゲスト・ビジター（１名） 

会長報告（田島副会長） 

幹事報告 

前々回の例会／第２１０４回（６. １１） 

プログラム 
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会員数 出 席 欠 席 出席率 
5/17（木） 

5 ｸﾗﾌﾞ合同例会 
修正出席率 

33 24 9 72.72％ 90.00％ 

 

                    

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

◇｢201７-1８年度 最終夜間例会｣ 

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時閉会） 

会費／会員、ご夫人、ご家族１万円 

 
 

城西高校IAC顧問／中川昌枝先生 

会員ご夫人／関根紀代子様、蕪木多美子様 

2003-04年度青少年交換来日学生／ミハル・コジャさん 

            同ご友人／田中桃子さん 

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 

東京池袋西RAC／吉田 陽香さん、山下 和歌子さん、 

         松本 いろはさん 
 
 
 

本日はお忙しいところ多くの皆様にご来会いただき、誠 

にありがとうございます。最後まで楽しくお過ごしくだ

さい。一年間のご協力に厚く御礼申し上げます。ここで、

青少年派遣予定学生の三上君にブレザーを贈呈いたしま

す。元気で頑張って来てください。 

 

 

１．ガバナー事務所よりご連絡です。日本のロータリー

100周年記念ピンバッジデザインの応募締切が1か月延長

され、7月31日（火）が締切となりました。募集の詳細は

「ロータリーの友2018年3月号」に掲載されていますの

で、奮ってご応募ください。 

２．来週25日は定款休会です。次回、東武バンケットでの

通常例会は再来週7月2日です。間違いのないようお願いい

たします。 

【出席関連】 

①6月19日開催「第2回地域社会奉仕プロジェクト会議」

に安達会員が出席します。 

②6月23日～27日開催「トロント国際大会」に平井会員

が出席します。 
 

 

 
◆会長・幹事バッジ交換 

会長交代 

幹事交代 

◆次年度理事・役員紹介 

 

＜ニコニコボックス＞ 

◇須藤会員：特にありませんが、協力します。  

◇安達会員：社会奉仕をやらせて頂いて何にも出来ませんで

したけれど、皆様のご協力で無事過ごせました。ありがと

うございました。  

◇蕪木会員：4月28日に我が家にヨークシャーテリアのワ

ンちゃんが来ました。名前は二代目の「こしず」と名付け

ました。 

 家族3人、これからも仲良く生活していきます。 

◇大沼会員：5年間ありがとうございました。今後もよろし

くお願い致します。ロータリアンの気持ちをこれからも持

ち続けてまいります。（職業奉仕）  

 あと、後任の亀田さんをよろしくお願い致します。 

◇平井会員：今日は私が関係した来日学生が2人来日しま

す。楽しみです。 

2人ともとっくに30才を過ぎていますが…。 

◇小原会員：6月4日は欠席のため、幹事の奨学金の授与を

お願いして申し訳ございませんでした。  

 

              

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
年度累計 ￥４６６,９７４   

 
 
 
 
 
 
 
 
く     

 
 

前回の例会 第２１０５回（６. １８） 

 

） 

会長報告 

幹事報告 

ゲスト・ビジター（１０名） 

出席報告 (６. １１) 

例 会 ／司会 大沼 ＳＡＡ 
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会員数 出 席 欠 席 出席率 
5/21 

修正出席率 

33 23 10 69.69％ 93.54％ 

 

 

  

  

  

 

           伊藤 潮ジャズバンド 

  

  
フィナーレ「手に手」 ～次年度もよろしく！～  

 

                    

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ＲＩよりロータリーレートのお知らせ 
７月：１ドル＝１１０円 

懇 親 会    

 

＜ニコニコボックス＞ 

◇冨重会長：1年間大変お世話になりました。 

次年度、西澤会長、佐藤幹事、どうぞ宜しくお願い致し 

ます。 

◇浦野幹事：1年間大変お世話になりました。 

ありがとうございました。ニコニコ！ 

◇西澤会員：冨重会長、浦野幹事お疲れ様でした。 

来月より1年、よろしくお願い致します。 

◇関根会員：今年度も大変お世話になりありがとうござい 

ました。 

◇平井会員：1年間、皆様にお世話になりました。 

 次年度もよろしくお願いします。 

◇西部会員：冨重会長、浦野幹事、1年間お疲れ様でした。 

◇田島会員：先日、冨重会長の代理で「地区納めの会」に 

出席しました。会長、「美味しい」ところを取ってしまい

すみません。 

◇安達会員：1年間ありがとうございました。次年度もよろ

しくお願い申し上げます。 

◇蕪木会員：1年間、青少年奉仕いろいろありがとうござい

ました。 

◇佐々木会員：1年間、副幹事ありがとうございました。 

 また来期も副幹事兼任です。よろしくお願いします。 

◇久保田会員：10ヶ月間いろいろご指導頂きありがとう 

ございます。今後ともよろしくお願いいたします。 

 

              

 

 

 
 
 
 
 
 
 

お知らせ：クラブ外 

出席報告 (６. １８) 


