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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   

 

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 
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／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  
会報委員長／白石庄一郎   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：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：我等の生業  

ソングリーダー：久恒康裕会員 

 
 
 

◇卓話「夢の実現〜ツキの 10 か条」              

横浜ロータリークラブ 

株式会社トーイズ 代表取締役 

おもちゃ博物館館長 

北原 照久様       （西澤会長紹介） 
 

 

 

◇米山関連卓話 

 「米山奨学生となって、新しい世界へ」 

2018学年度米山奨学生（世話クラブ：東京上野RC） 

東京芸術大学大学院音楽学専攻博士課程1年 
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司会：田口直哉 副SAA  

ロータリーソング：国歌、奉仕の理想  

ソングリーダー：中里隆重会員 
 
 
 
 
近藤 宏様（東京王子RC） 

 
 

本日、11月5日開催「北分区 IМ」のご案内をお配りし

ておりますが、今年度は登録料が必要となります。出欠

の確認用紙を事務局より送付いたしますので、期日まで

に返信をお願いいたします。 
 

 

 

１．RI日本事務局から10月の「経済と地域社会の発展

月間」のリソースが、ガバナー事務所からは「コーディ

ネーターニュース」10月号ならびに「7月豪雨 災害支

援金」の報告が届いております。 

２．来週8日は祝日休会、15日は「北分区ゴルフ予選会」

の移動例会です。プレーで参加されない方も当日のお手伝

いをお願いいたします。また、22日の「オープン例会」に

は、多くのご参加、ご協力をお願いいたします。 

【出席関連】 

①10月11日（木）開催「第2回地区研修会」に西澤

会長、佐藤幹事、平井会員、冨重会員が出席します。 

②10月16日（火）開催「沖縄分区 IМ」に平井会員、

須藤会員が、「「沖縄分区五大奉仕委員長会議」に平井会

員が出席します。 

※本日、例会終了後に「理事・役員会」を開催いたしま

すので、関係各位はお集まりください。 

 

 
 

会員数 出 席 欠 席 出席率 
9/3 

修正出席率 

33 24 9 72.72％ 89.65％ 

  第２１１６回例会号 ２０１８年１０月２２日発行（第 2115 回合併号） 

本日の例会／第２１１６回例会（１０. ２２） 

         オープン夜間例会 

 

会長報告 

幹事報告 

ゲスト・ビジター（１名） 

本日のプログラム 

前々回の例会 第２１１４回（１０．１） 

 

 

 

） 

次回の例会／第２１１７回（１０. ２９） 
 

出席報告（１０．１） 
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「入会式」  

  ようこそ池袋西ロータリークラブへ！ 

 

      
       白石 典義 様 
 

  誕生日 1953年3月28日 

  紹介者 西澤会長、佐藤幹事、齊木会員 

  勤務先 学校法人立教学院 

  役 職 理事長 

  〒171-0021 豊島区西池袋3-34-1  

  TEL：03−3985-2753 FAX：03−3985-2795 

 

 

◇卓話 

「災害から 自分を守る 家族を守る」              

東京消防庁 池袋消防署長 

消防監 野村 功嗣様     （浦野会員紹介） 
 

  
  野村様、貴重なお話をありがとうございました。 

◇◆10 月「理事･役員会」報告 

日時／平成30年10月1日(月)13:30～場所／東武BH 

出席者／西澤、冨重、奥野、浦野、佐藤(進)、田島、西部、

田口、佐々木、仲西、岩﨑、中里、平井（順不同、敬称略） 

＜議 題＞ 

◆報告事項 

①10/9（火）「（在京）国際奉仕委員長会議」 

会議登録料の件（仲西会員出席）：了承 

②10/11（木）「第 2 回地区研修会」 

登録料＋懇親会の件（西澤会長、佐藤幹事、平井会員、

冨重会員出席）：了承 

③10/16（火）「沖縄分区五大奉仕委員長会議」 

登録料の件（平井会員出席）：了承 

④10/16（火）「沖縄分区 IM」 

登録料の件（平井会員、須藤会員出席）：了承 

⑤10/29（月）「北分区会長幹事会」 

登録料の件（西澤会長、佐藤幹事出席）：了承 

⑥11/8（木)「米山カウンセラーセミナー、奨学生セミナ 

ー、三者懇親会」登録料の件（出席者なし）：了承 

⑦11/17(土)「日本ロータリー学友会総会」 

登録料の件（平井会員出席）：了承 

◆審議事項 

①今年度「北分区ＩＭ」登録の件 

②「ローターアクト活動費」附与方法の件 

③「東京東江戸川 RC 創立 50 周年記念例会」お祝いの件 

④地区大会本会議登録料クラブ負担額の件 

⑤10 月 22 日「オープン例会」参加者募集・会費の件 

＜次回（11 月）｢理事・役員会｣予定日＞ 

日時／平成 30 年 11 月 12 日(月)13:30～場所／東武 BH 

 
 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

         
   
 
 
 

プログラム 

＜ニコニコボックス＞ 

◇西部親睦委員長：９月１０日「移動例会」の残金をニコニコし

ます。 

◇恩田会員(皆勤賞)：お蔭様で45年間、皆勤できました。 

◇田島会員(夫人誕生)：妻の誕生祝、アリガトウゴザイマス。 

◇中里会員(結婚記念・その他)：オープン例会、ゲストの会費が

無料になりました。是非、ゲストの方をお呼びください。 

◇冨重会員(結婚記念)：結婚記念祝ありがとうございます。 

 29回目の記念日となりました。 

◇浦野会員：野村消防署長、本日はお忙しい中、卓話ありがとう

ございます。 
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■会場：清澄ゴルフ倶楽部 

■ホストクラブ：東京池袋西RC 

■参加クラブ：北分区16クラブの内14クラブ 

■団体戦成績 

 １位 東京北ロータリークラブ 

 ２位 東京浅草ロータリークラブ 

 ３位 東京本郷ロータリークラブ 

■個人戦成績 

 １位 太田冨美夫様（東京浅草中央RC） 

 ２位 櫟本健夫様 （東京本郷RC） 

 ３位 松崎徹哉様 （東京浅草RC）  

※団体上位３チームは11月14日（水）開催「地区 

本選会」へエントリーとなります。     

  

 

 

 

 

 

 

 

ホールインワン、おめでとうございます！ 

越野充博様（東京王子RC） 

 

 

 
 

会員数 出 席 欠 席 出席率 
9/１０ 

修正出席率 

33 20 13 60.60％ 84.61％ 

 前回の例会／第２１１５回（１０. １５） 

国際ロータリー第2580地区  

懇親ゴルフ大会「北分区予選会」 
 

出席報告（１０. １５） 
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 ■本日の卓話者 北原照久氏 プロフィール 

1948 年東京生まれ。 

ブリキのおもちゃコレクターの第一人者として世界的に知られている。 

大学時代にスキー留学したヨーロッパで、ものを大切にする人たちの文化に触れ、古い時計や生活骨董、 

ポスター等の収集を始める。その後、知り合いのデザイナーの家で、インテリアとして飾られていたブリ 

キのおもちゃに出会い、興味を持ち収集を始める。地方の玩具店などに眠っていたブリキのおもちゃを精 

力的に収集し、マスコミにも知られるようになる。そして、イベントがきっかけで、「多くの人にコレク 

ションを見て楽しんでもらいたい」という思いで、1986 年 4 月、横浜山手に「ブリキのおもちゃ博物館」 

を開館。平成 15 年 11 月より 6 年間、フロリダディズニーワールドにて「Tin Toy Stories Made in  

Japan」のイベントを開催。現在、テレビ東京「開運！なんでも鑑定団」に鑑定士として出演している。 

また、ラジオ、CM、各地での講演会等でも活躍中。 
 

第 24 回「2007 年ベストジーニスト」受賞 

2007 年度「横浜文化賞」受賞  2008 年・2009 年よこはま教師塾塾長 

2009 年 4 月よりテレビ東京番組審議委員に就任 

2016 年グッドエイジア賞受賞 

2016 年ジャパンシガーアワード受賞 
 

株式会社トーイズ代表取締役       

横浜・河口湖で運営する博物館館長 

また、羽田空港第一ターミナルビルマーケットプレイス 3 階、宮城県松島市「ザ・ミュージアム松島」、 

2016 年 11 月 25 日にグランドオープンした「京橋エドグラン」にも常設でコレクションを展示中。 
 

主な著書 

「横浜ゴールドラッシュ」一季出版 「珠玉の日本語・辞世の句」PHP 研究所 

「夢の実現 ツキの 10 ヵ条」トイズプランニング  「ちょっといい漢字」評言社 

「和印」たちばな出版 「Facebook 100 の言葉!」たちばな出版  

「Facebook 100 の言葉!2」サンクチュアリ出版「出会い 夢 感謝」マネジメント社 

「こころに響く 100 の言葉」サンクチュアリ出版 

「たった一言が人生を動かす 88 の名言」中日映画社    その他多数出版 

 

                


