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第第１８３７回例会号 ２０１２年１月６日発行（第１８３６回合併号）  

 
 
 

 

司会：安達政弘 副ＳＡＡ 

ロータリーソング：四つのテスト  

ソングリーダー：西部孝之会員 

 
 
 

◇ロータリー財団関連卓話／須藤地区R財団委員 
     （紹介者／奥野今年度ロータリー財団委員長） 

 

 
 
 

◇「クラブ協議会・上期報告」 

          ／五大奉仕各委員長 
 

 
 

◇１２月例会スケジュール（次々回以降） 

第２１２２回：１０日（月）   

「年次総会」／幹事   

第２１２３回：１７日（月） 
｢忘年家族会｣ ﾎﾃﾙﾒﾄﾛﾎﾟﾘﾀﾝ ３F「カシオペア」 
18 時点鐘(17 時半～受付)～20 時半閉会予定 
会費：会員1万5千円、夫人・家族1万円 

（小学生以下無料） 

※昼間の例会はございません。 

祝 日 休 会 ：２４日（月） 

定 款 休 会 ：３１日（月） 

◇1２月例会受付当番 
齊木会員、長尾会員、久恒会員 
※１２：００までにご来場願います。 

 
    
司会：久保田英敬 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 
 
 
 
 
 
 
 

１．先週の「北分区 IМ」には多数ご参加いただきありが

とうございました。 

２．本日、「地区大会」のプログラムをお配りしておりま

す。おひとりでも多くのご参加をお願いいたします。 

３．「ロータリー財団年次寄付」の奉加帳を回します。 

４．来週、下期会費請求書を発送予定です。今年度は先

ほどの「財団寄付」の金額も含ませていただきますので、

予めご了承ください。 

５．東京豊島東 RC 様より例会のお誘いがありました。

ご希望の方はお申込みください。 

６．来週19日は祝日週休会で例会はございません。 

次回の通常例会は再来週 26 日です。お間違いございま

せんようお願いいたします。 

７．本日「ロータリー情報委員会」を 17 時よりホテル

メトロポリタン 2階「桂林」で開催いたします。引き続

き 17 時半からは「新会員歓迎会」です。参加会員各位

はよろしくお願いいたします。 

 

 

東京池袋西ローターアクトクラブ2周年「創立記念例会」

が12月1日(土)に開催されます。奮ってご参加ください。 

        第２１２０回例会号 ２０１８年１１月２６日発行 

本日の例会／第２１２０回例会（１１.２６） 

 

会長報告 

幹事報告 

ゲスト・ビジター（０名） 本日のプログラム 

前回の例会 第２１１９回（１１.１２） 

 

 

 

） 

お知らせ：クラブ内 

 

次回の例会／第２１２１回（１２．３） 
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【出席関連】 

①11月11日（日）開催「インターアクト合同活動・地 

区インターアクト委員会」に平井会員、安達会員が出席 

しました。 

②11月11日（日）開催「地区ローターアクト代表ノミ

ニー選挙」に平井会員が出席しました。 

③11月16日（金）開催「2019-20年度地区五大奉 

仕委員長顔合わせ会」に平井会員が出席します。 

④11月17日（土）開催「日本ロータリー学友会総会」 

に平井会員が出席します。 

⑤11 月 19 日（月）開催「北分区 会長・クラブ奉仕委

員長会議」に西澤会長、浦野クラブ奉仕委員長が出席し

ます。 

⑥11月20～21日開催「第47 回ロータリー研究会」

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 
10/22 

修正出席率 

33 22 11 66.66％ 90.32％ 

 

 
 

＜平井地区青少年奉仕委員長＞ 

①インターアクト合同活動・インターアクト地区委員会 

出席者：安達、平井 

開催日時：11月11日午前9時 

会場：関東第一高校（江戸川区松島） 

開催内容：ローターアクターが 5 年以上にわたって活動

を続けている、宮城県気仙沼市の産業復興支援活動が気

仙沼プロジェクトである。これで支援している同市産の

水産加工品を使用したアレンジレシピを、今春の合同活

動でインターアクターたちが考案したが、これを関東一

高の調理実習室で、ローターアクターの指導の下に試作、

試食して、プロジェクトへの理解を深める活動。残念な

がら当クラブ提唱の城西高校は、学校説明会の日程と重

なって参加がなかったが、試作した生春巻きとチャーハ

ンは、いずれも美味しく出来上がり、ローターアクター

も含めた他校との交流を楽しんだ。 

②RI 2580地区 2019～20年度 ローターアクト地

区代表選挙 

出席者：平井 

開催日時：11月11日午後3時 

会場：東池袋第二区民集会室 

開催内容：地区内ローターアクトクラブを代表する、地

区代表はRIのプログラムで規定されている、正式の役職。

当地区では地区代表への立候補者が複数出ることがここ

数年続いていて、選挙を行うことが通例となっている。 

当該年度の地区代表についても、代表選挙が 9 月に公示

されたが、候補者が一人しかいなかった。しかし、信任

投票というかたちで選挙が実施され、東京東江戸川ロー

ターアクトクラブの森本信成君が過半数の支持を得て、

信任され、地区代表エレクトに無事就任した。 

                  （記／平井会員） 

 

 
 

◇10月お誕生日おめでとうございます！ 

 
 

◇「北分区ＩＭ報告会」／佐藤幹事 

 

11月5日（月）16:00～精養軒にて、東京上野ロータ

リークラブが幹事で北分区合同例会が開催されました。 

東京上野ロータリークラブ山下会長の点鐘で始まり、

基調講演は松坂ガバナーの「クラブの活性化」という話

を聞かせていただきました。 

卓話は元駐バチカン大使の上野様による「バチカンの

聖と俗」という卓話でした。現在、世界最大の宗教団体

の総本山の大変興味深い内容ではありましたが、残念な

がらコンピューターとプロジェクターの接続が悪く、話 

の内容と画面の切り替えが上手くいかずに度々中断せざ

るを得なくなり、講師も「詳しくはこの本に書いてあり

ますから皆さん買って帰って下さい」と言う場面が何度

もありました。むしろ、ＩＭの前段で「社会奉仕委員長

会議」の内容の方が印象に残っております。 

プログラム 

出席報告（１１.１２） 

各 種 報 告 
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東京池袋ロータリークラブの事例紹介で、クラブ創立

40周年で小学生を対象に夏休みに英語教室を開催、クラ

ブ創立50周年で環境教育の一環で富士見台小学校にビ

オトープを作る、2019年は創立60周年を記念して「豊

島こどもカルタ」を作成予定。 

この話を受け、「地域のニーズを把握する」「お金では

ない奉仕は？」 

「全員参加しているのか？一部の人だけでやっている

のでは？」「奉仕はどこで切るかが難しい。ビオトープは

作ったがメンテナンスは学校でやって下さい、等」 

「ロータリアンの本業を邪魔しない程度の活動でなけれ

ばもたない」というような意見が多く出て、考えさせら

れる内容でした。          （記／佐藤幹事） 

                   

◇「イニシエーションスピーチ」／亀田会員 

   

このたび、7月1日付けで当池袋西ロータリークラブに

入会させていただきました亀田泰司です。昭和34年11

月生まれで今月で59歳になります｡ 
 

小学生から大学卒業まで 

生まれは横浜市の鶴見です。 

低学年の頃は近くの田んぼでおたまじゃくしや蛙、ザリ

ガニなどを取ってきては庭に水溜りを作って育てており

ましたが、数日経つといつもいなくなって悲しい思いを

したのを覚えております。悲しい思いはまだ２つほどあ

ります。飼っていた犬（２歳・雑種メス・名前はリリー）

と鶏（１歳・性別不明）が学校から帰宅するといなくな

っておりました。犬はしつけが不十分だったためまった

く言うことをきかなかったので知り合いの方に引き取っ

てもらったそうです。鶏がいなくなった理由はちゃんと

した説明はなかったと思います。その日の夕飯の献立は

覚えておりません。 
 

 中学高校は男子校でした。小学校から高校までの１２

年間は勉学に励むことなく遊んでばかりおりました。両

親からはいつも叱られてばかりで、今思えば心配ばかり

かけて本当に申し訳なかったと反省しております。 

 大学受験も数を打てばどうにかなるものでなくどこに

も合格できずに、予備校に通わせてもらいました。そこ

の環境になじめず講義に集中できませんでした。結果、

翌年の受験も失敗、二浪目はこれではまずいと思い心を

入れ替えたこともあり、どうにか大学に入学することが

できました。 

 通学が結構大変で、最寄り駅から大学のある「松原団

地｣駅（現在の駅名は「獨協大学」草加松原）まで３７駅

あり、自宅からは片道２時間強かかりました。今でこそ

東武線は高架になっておりますが、その当時は地上を走

っており松原団地は低地で大雨が降ると駅前にある川が

氾濫して、駅前は湖のようになってしまいます。ボート

を使わないと駅にたどり着けません。そのような時は隣

駅の草加駅で下車するよう車内放送があったほどです。 
  

大学は４年で無事卒業できましたが、卒業がかかった最

後の試験はあまりにもヒヤヒヤでしたので未だにその試

験の夢をみます。 
  

入社から現在 

 昭和59年4月に東武鉄道に入社しました。入社１年

目は1か月が研修､5か月間が駅勤務（西新井駅）、残り

半年が車掌として乗務することになっていましたが、私

は車掌をせずにグループ会社の東武百貨店で研修を受け

ておりました。6か月で売り場を4か所経験しました。

ワイン売り場、お歳暮のお持ち帰りカウンター、大きな

サイズの婦人服売り場、洋食器売り場を経験しました。

最初の頃は立ち仕事なので足がパンパンになったのを覚

えています。翌年４月に鉄道内の開発部門に配属となり、

業務内容は駅構内の店舗開発で本屋、立ち食いそば屋、

ケーキショップ、おすし屋等々の店舗を駅構内に設置し

駅利用のお客様の利便性向上を図り賃貸収入を得る仕事

を5年ほど携わりました。 

その後、人事部厚生、東上業務部、総務部広報センター、

鉄道事業本部営業部、経営企画部、グループ事業部、IT

事業部、グループ会社の東武興業、東武不動産、東武ビ

ルマネジメント、平成28年4月東武百貨店、現在に至

っております。 
 

家 族 

 父は現在介護施設に入居しておりますので、週に一度

様子を見に施設に行っております。母は5年前に他界し

ております。 

 子供は3人おり長女、長男とも社会人で、次女は来年

大学に進学する予定です。 

 趣味は犬との散歩、昨年から始めたミニ盆栽、休日の

夕飯づくり。 

やってみたいこと SUP、自動二輪 

                  （記／亀田会員）  
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◇◆11 月「理事･役員会」報告 

日時／平成 30 年 11 月 12 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（順不同、敬称略） 

＜議 題＞ 

◆報告事項 

①11/5(月)開催「RI 第 2580 地区北分区ＩＭ」 

人頭分担金・登録料の件：了承 

②11/8(木)「地区青少年奉仕委員会」懇親会費の件 

（平井会員出席）：了承 

③11/19(月）「会長・クラブ奉仕委員長会議」 

登録料の件（西澤会長、浦野会員出席）：了承 

④11/20(火)～11/21(水)開催「2018-19 年度ロータ

リー研究会」登録料の件（平井会員出席）：了承 

⑤12/5（水）開催「地区ロータリー財団委員会・忘年会」 

登録料の件（須藤会員出席）：了承 

◆審議事項 

①次年度青少年交換学生(2019 年夏来日)受け入れの件 

（ホストファミリーの確保、受け入れ積立金の件） 

：一度お断りする方向で調整 

②今年度下期会費の件 

：「ロータリー財団年次寄付」・「地区大会」登録料・ 

「米山梅吉記念館」50 周年記念事業寄付の 3 点を計上

して請求 

③「忘年家族会」招待者・会費の件 

：昨年同様。景品は会員一人 1 個持参。 

不足分は親睦費より拠出。 

＜次回（12 月）｢理事・役員会｣予定日＞ 

日時／平成30年12月3日(月)13:30～場所／東武BH 

 

■ 「マイロータリーを活かす」 
（コーディネーターニュース11月号より抜粋） 

第２ゾーンロータリー公共イメージコーディネーター 

柳生好春（野々市RC) 

第2ゾーンの公共イメージ・コーディネーター就任に当た

って、この3月にエバンストンで3日間の研修を受けた。 

その分科会の各セッションで扱う様々な設問に対してファ

シリテーターは必ず導入部分で「この問題の解決にあたっ

て、リソースに何がありますか？」と異口同音に語ったの

である。確かに問題解決にあたってリソースを意識するこ

とは基本的かつ大切なことと思われる。参加者の挙げるリ

ソースの中に、ガバナー、パストガバナー、RI理事、元RI

理事、クラブ会長、元クラブ会長、ガバナー補佐、地区委

員長などの人的リソースがあったが、全ての参加者が挙げ

たのはマイロータリーであった。それ位世界のロータリー

においてマイロータリーは情報ツールとして認知されてい

る。 

しかるに日本においては決して有効に活用されているとは

言えない。バリー・ラシン会長は登録率60％を目標として

掲げられている。 

今、ロータリーは以下の3つの質問に答えることが求めら

れている。「ロータリーとは何か」、「ロータリーは他の団体

とどこが違うのか」、「ロータリーはなぜ必要なのか」であ

る。どれもロータリーの存在理由を明らかにする根源的な

問いかけである。一見難しく思える問いであるが、マイー

ロータリーを覗いていると一応答えらしきものが浮かんで

くるから不思議である。 

会員登録率アップに向けてガバナー始め地区指導者の一層

のご理解と推進をお願いする次第である。 

         ～～～＊＊＊～～～ 

「My Rotary」とは、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。未だ登録していない方は是非ご登録なさってみてく

ださい。登録についてのご質問は例会時にお気軽にどうぞ。 

 

 

    東京池袋西ローターアクトクラブ 

      ２周年創立記念例会  
 

記 

 ■日  時：2018年12月1日（土） 

      18：45〜登録開始、19：15〜点鐘、   

      19：30〜懇親会（21：30閉会予定） 

 ■会 費：10,000円（ロータリアン）    

       5,000円（ローターアクター／社会人）          

             4,000円（ローターアクター／学生） 
         （会費は当日お支払いください。） 

 ■会 場：イタリアン料理 LUCE（ルーチェ） 
               東京都豊島区西池袋1-20-4 

第七三宅ビル3F 
 
   ※参加ご希望の方は至急事務局までご連絡ください。 
 
 
 

  

＜ニコニコボックス＞ 

◇西澤会長：錦織選手がフェデラー選手に4年8ヶ月ぶりに 

勝利しました！  

◇平井会員／誕生祝・結婚記念：10月の結婚記念日、11月の

妻の誕生日、合わせてありがとうございます。 

◇田口会員／誕生祝・結婚記念：妻の誕生祝い、結婚記念祝い 

ありがとうございます。末長く健康で頑張ります！ 

◇亀田会員／誕生祝：お蔭様で一年無事に過ごすことができま 

した。これからも一日一日を大切に過ごしていきたいと思い

ます。 

 
 
 
 
 
 
 
年度累計 ￥４６６,９７４   

 
 
 
 
 
 
 
 
く     

 
 


