WEEKLY REPORT
東
東京
京池
池袋
袋西
西ロ
ロー
ータ
タリ
リー
ーク
クラ
ラブ
ブＴ
Ｔh
hee Ｒ
Ｒoottaarryy C
Cllu
ub
b ooff Ｔ
Ｔookkyyoo IIkkeeb
bu
ukku
urroo Ｗ
Ｗeesstt
2
20
01
18
8--1
19
9年
年度
度Ｒ
ＲＩ
Ｉテ
テー
ーマ
マ B
Bee T
Thhee IInnssppiirraattiioonn ～
～イ
イン
ンス
スピ
ピレ
レー
ーシ
ショ
ョン
ンに
にな
なろ
ろう
う～
～
第
第2
25
58
80
0地
地区
区タ
ター
ーゲ
ゲッ
ット
ト【
【研
研修
修】
】と
と【
【活
活性
性化
化】
】 ク
クラ
ラブ
ブテ
テー
ーマ
マ「
「周
周囲
囲を
を感
感化
化し
しよ
よう
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）
第２１２２回例会号
２０１８年１２月１０日発行
お知らせ：クラブ内

本日の例会／第２１２２回例会（１２. １０）

◇１月 例会スケジュール（次々回以降）

司会：仲西恭一 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：長尾祐一会員

７日（月）
：第２１２４回
「新年例会」点鐘１８時～１９時３０分 閉会
（東武バンケットホール ）

１４日（月）
：祝 日 休 会

本日のプログラム

２１日（月）
：第２１２５回

◇「年次総会」／議長 西澤会長
司会 佐藤幹事
◇「地区拡大増強セミナー報告」／平井会員

職業奉仕フォーラム（西部会員）

２８日（月）
：第２１２６回
卓話（未定）
◇１月の例会受付当番

蕪木会員 ・白石(庄)会員 ・小原会員
※１２:００までにご来場願います。

次回の例会
第 2123 回(12/17 ・月曜 夜）

◇「下期会費等」の振込みをお願いいたします。

｢忘 年 家 族 会｣

◇事務局「年末年始休業」のお知らせ

18 時点鐘～20 時 30 分閉会予定

12 月 2８日（金）～2019 年 1 月 4 日（金）迄

（17 時 30 分より受付）

＊ホテルメトロポリタン３階「カシオペア」

前回の例会 第２１２１回（１２．３）

＊会費／会員 15,000 円、ご夫人 10,000 円
（当日お支払）
※昼間の例会はございません。

司会：仲西恭一 副 SAA
ロータリーソング：国歌、奉仕の理想
ソングリーダー：長尾祐一会員

）

◆会員は出欠に関わらず、おひとり１個、景品の提供に

ゲスト・ビジター（０名）

ご協力をお願いします。
◆親睦ならびにＳＡＡ各位は、準備のため、当日お早目

会長報告

にご参集頂ければ幸いです。集合時刻は事務局よりご

１．田中会員、かねてより病気療養中のところ、去る11

連絡致します。

月29日に享年73才にて永眠されました。故人のご冥福を

☆12 月 24 日(月)祝日休会、
31 日(月)定款休会のため、

お祈りし、黙祷を捧げたいと思います。

年内の例会は｢忘年家族会｣で終了です。
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２．まもなく下期の会費請求書を郵送させていただきます

＜西部職業奉仕委員長＞

ので、内容ご確認の上、なるべくお早めにご納入ください。

職業奉仕はロータリー活動の原点といえる。

３．
「忘年家族会」の出欠返信が未だの方は、今週末までに

各ロータリアンは「ロータリーの行動基盤」に則り、各

事務局までお知らせください。

企業、法人の中で自ら実践する。また、企業の社会的責
任を再認識し、職業倫理を高めることが大切である。

幹事報告

ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎として奉仕の
理念を推奨し、これを育むことにあり、具体的には以下

【出席関連】

を推奨することにある。

12月15日開催「地区インターアクト・ローターアクト合

①知り合いを広めることにより奉仕の機会とすること。

同会長幹事会」に平井会員、蕪木会員が出席、同日「地区

②ロータリアン一人一人が、個人として、また事業及び

ローターアクト『Piece Party』に平井会員が出席します。

社会生活において、日々奉仕の理念を実施すること。
③奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的ネットワーク

出席報告（１２．３）

を通じて、国際理解、親善、平和を推進すること。
会員数

出 席

欠 席

出席率

11/5
修正出席率

職業奉仕の概念は、職業上の高い倫理基準を保ち、役立
つ仕事はすべて価値あるものと認識し、社会に奉仕する

32

24
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75.00％

83.87％

機会としてロータリアン各自の職業を高尚なものにする
ことを推奨し育んで行かなければならない。
上半期活動実績としては、

プログラム

①７月に椎名町駅前の長崎神社境内にて、総勢３５０人

◇1２月お誕生日おめでとうございます！

の子供を集め少年少女ちびっこ相撲大会を開催。
②７月に椎名町駅前の金剛院及び環状６号線高架下を活
用し「第９回赤門夏市」を開催し述べ３０００人動員。
下半期も職業人として世のため奉仕活動を頑張ってまい
ります。

田口会員（12/16 生）

＜田口社会奉仕委員長＞
社会奉仕は下記の基本方針を軸に活動を心がけました。

◇クラブ協議会 上期報告

三つの基本方針

五大奉仕委員長・冨重直前会長発表

〇社会奉仕活動は、ロータリークラブにとって、クラブ

（司会／佐藤幹事）

のある地元での主たる奉仕活動であり、地域社会にとっ

＜浦野クラブ奉仕委員長＞

てはロータリークラブの存在意義である。

今年度の活動方針として、クラブ活動の充実をあげており

〇社会奉仕活動は、地域社会へのロータリーの広報の意

ます。

味も持ち、会員増強へとつながる活動でもある。

(1)例会の充実

〇社会奉仕活動は、地元の自治体、各種団体との緊密な

豊島税務署長(9 月 3 日)と池袋消防署長(10 月 1 日)の卓

関係を構築し、会員一人一人が活動に参画、地域社会と

話他

の密接な協力関係を築きたい。

(2)親睦活動の充実

今後の活動方針

①8 月 20 日 ローターアクトとの合同夜間例会

当クラブが支援活動を行っている豊島区の貧困児童に対

②9 月 10 日 ビートルズライブハウス（アビーロード）

する NPO 法人「豊島 WAKUWAKU ネットワーク」の

親睦移動例会

プログラムや事業に対し、更に積極的に参画できるよう、

(3)情報活動の充実

会員各位ならびに池袋西ローターアクトクラブのメンバ

HP のタイムリーな更新

ーにも呼びかけ、連携していく。

(4)会員増強

具体的な活動として、来春に「豊島 WAKUWAKU ネッ

10 月 22 日 初めてのオープン例会の実施
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◇◆12 月「理事･役員会」報告
日時／平成 30 年 12 月 3 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、仲西（順不同、敬称略）
＜議 題＞
◆報告事項
①11/11(日)「地区ローターアクト代表ノミニー選挙」
登録料の件（平井会員出席）：了承
②12/3(月)「在京 地区拡大増強セミナー」登録料の件
（平井会員出席）：了承
③12/23(日)「地区青少年交換委員会主催懇親会」登録
料の件（平井会員出席）：了承
④1/22(火)「地区連絡会」登録料の件
（平井会員、須藤会員出席）：了承
⑤2/7 (木)「（在京）地区ロータリー財団セミナー
（兼 補助金管理セミナー）」登録料の件
（須藤会員、冨重会員出席）：了承
⑥2/14 (木)「（沖縄）地区ロータリー財団セミナー
（兼 補助金管理セミナー）」登録料の件
（須藤会員出席）：了承
⑦故 田中会員香典、供花の件：了承
⑧事務局年末年始休業の件(ｶﾞﾊﾞﾅｰ事務所に準ずる)：了承
◆審議事項
①新入会員の件
（明治安田生命保険(相)池袋支社長 須藤博和様）
：継続とし、入会金なし
②バギオ基金寄付金の件：昨年同様とする
③佐藤晃会員の件：通常の会費を請求
④郭さん出産祝いの件：クラブから拠出、例会でお渡し

トワーク」にて把握している母子家庭、父子家庭の子供
たちを中心としたイベントツアーを実施したい。
他に、地区からの「平成 30 年 7 月豪雨災害支援金」呼
びかけに対して、当クラブでも募金を行った。

＜佐々木青少年奉仕委員長＞
インターアクトは何もできなかったが来年の 3 月 4 月に
学校に行きたいと思っています。
ローターアクトは 9 月から毎回行かせて頂き活動の報告
を聞いています。
2 周年例会にはロータリアンがもっと参加して欲しかっ
たです。

＜仲西国際奉仕委員長＞
・国際奉仕活動は地区あるいは RI が推進する PJ への協
力が中心となることもあり、2018 年 10 月の地区委員
長会議に出席し、2019 年 6 月にハンブルクで開催され
る国際大会への参加を呼びかけ。
・現在、各企業で活動が広がっている「SDGｓ」
（持続可
能な開発目標）の取組み等を紹介。
自社での活動を踏まえて当クラブでも取り組める事項が
ないかどうか検討していく。

＜冨重直前会長(カウンセラー)＞

＜次回（1 月）｢理事・役員会｣予定日＞
日時／平成 31 年 1 月 21 日(月)13:30～場所／東武 BH

①クラブ奉仕／会員増強のためのオープン例会は、予算
を抑えつつ今後も年に数回開催することが大事。
②職業奉仕／職業人 5 カ条、職業奉仕 12 章の実践が大
事。

お知らせ：クラブ外

③社会奉仕／豊島 wakuwaku ネットワークとのコラボ
レーションが今後も大事。

＜近隣クラブ情報＞

④青少年奉仕／インターアクト、ローターアクト他の活

変更になる場合もありますので、事前に当クラブ事務局まで

動への参加、応援が大事。

お問合せください。

⑤国際奉仕／米山、財団、ハンブルグ国際大会への参加

■東京池袋 RC／例会場 ホテルメトロポリタン
12 月 20 日（木）夜間例会（メイクアップ受付あり）

等 6 項目の活動が大事。

1 月 24 日（木）振替休会（メイクアップ受付あり）

（記／各委員長）

1 月 31 日（木）休会（メイクアップ受付あり）
■東京板橋 RC／例会場 ホテルメトロポリタン

＜ニコニコボックス＞
◇久恒会員／誕生祝：お誕生日ありがとうございます。また、

12 月 18 日（火）夜間例会（メイクアップ受付あり）

佐藤幹事には大変お世話になっております。その他諸々です。

1 月 22 日（火）振替休会（メイクアップ受付あり）

◇田口会員／誕生祝：お誕生祝いありがとうございます。

■東京豊島東 RC／例会場 ホテルメトロポリタン

無事 67 才を迎えられそうです。

12 月１9 日（水）夜間例会（メイクアップ受付あり）

◇長尾会員／結婚記念： 結婚生活 22 年目を迎えます。

■東京板橋セントラル RC／例会場 東武ﾊﾞﾝｹｯﾄﾎｰﾙ

◇平井会員：12 月 1 日ローターアクト 2 周年記念例会、
大勢のご出席ありがとうございました。

1 月 25 日（金）夜間例会（メイクアップ受付あり）
（※メイクアップ受付時間は各クラブ 12 時～12 時 30 分）

3

東京 2020 オリンピック・パラリンピック
「都市ボランティア」申込について

する事を知ったのは東京都からの募集依頼が来ての事で
充分に調べなかった事に申し訳なく存じます。
東京で開催される大会ですので是非クラブでご検討を頂

RI 第 2580 地区 松坂順一ガバナーより

きご協力をお願い致します。但し、大会時の気候、気温

さて東京 2020 オリンピック・パラリンピック大会の開

も含めてご検討ください。

催まで 2 年を切り、各種準備が進んでおります。組織委

ご質問がありましたら日本のロータリー100 周年委員

員会が募集する「大会ボランティア」が順調に集まって

会・記念事業小委員会・東京都との連絡担当 水野正人

いますが、東京都が募集する 2 万人の会場外で案内、誘

氏 （mpmizuno525@gmail.com）にメールで連絡

導などを奉仕する「都市ボランティア」は約半分しか集

をお願い致します。

まっていない状況です。

以上

小池百合子東京都知事、東京都オリンピック・パラリン

ハンブルグ国際大会
早期登録料金の適用期間について

ピック準備局から「都市ボランティア」の募集に協力依
頼がありました。
この奉仕活動を「日本のロータリー100 周年委員会」で

国際ロータリー日本事務局 | クラブ・地区支援室より

討議して、本来なら日本全国に協力依頼すべきではある

早期登録による割引料金＄395 でのお申し込みは、

が、「都市ボランティア」は 5 日以上の奉仕、交通費の

2018 年 12 月 15 日（土）が締切です。

支給無し、そして締め切りが 12 月 21 日と迫っている

カード決済によるお申し込みの場合、12 月15日中に日

為、この奉仕活動は「日本のロータリー100 周年記念事

本事務局に到着した不備のない申込書式につきましては、

業」とはするものの実質的に第 2750 地区、第 2580

割引料金でのお取り扱いが可能です。

地区の 2 地区で募集に協力する事と承認されました。

銀行振込をご利用の場合には、12 月 14 日（金）までに

（条件その他：昼食は弁当又はクーポン券、1 日当たり

指定口座へ着金が必須となります。
ご送金後はなるべく間をあけず、送金明細書と国際大会

1,000 円支給、ユニフォーム・シューズ支給等です。申

登録書式をあわせて日本事務局へご送付いただけますよ

込締切日は当初 12 月 5 日でしたが、12 月 21 日に延

うお願い申し上げます。

びました。）

国際ロータリー日本事務局 FAX：03-5439-0405

そこでクラブ毎に申込用紙などに繋がる URL

【参考】

（http://www.city-volunteer.metro.tokyo.jp/jp

10 月19 日に配信したハンブルグ国際大会のご案内資料

/join/application/outline/index.html）

https://1drv.ms/f/s!Am5vZ-rEzAfoiUMZgG
1QiixRFs5Y
<http://rotary.msgfocus.com/c/13zYs2d5HF
YTDFsWfBzEsuzpV5C>

から条件などを良く精査して頂き、ご協力頂ける会員に
インターネットで申込みをして頂きたく宜しくご協力を
お願いしたく存じます。
第 2580 地区のロータリアンの奉仕を明確化するため申

指定口座が記載された送金明細書、登録およびチケッ

込み用紙の「活動にあたって配慮や支援を要する事項」

ト申込書式ならびに記入サンプル等がありますのでご

欄に地区コード（#RID2580）を書き足してインターネ

参照ください。

ットで申込みの手続きを頂くようお願い致します。

以上

日本のロータリー100 周年委員会・記念事業等小委員会
では当初から東京 2020 オリンピック・パラリンピック
に何らかの形で協力したく討議をしておりましたが、

景品提供のお願い

1964 年東京五輪時とは権利義務が極端に厳しくなり、
協力出来る事柄を割り出す事が出来ませんでした。ボラ
ンティアについては全て組織委員会が募集するものとの

｢忘年家族会｣では恒例のお楽しみ抽選会

思い込みで充分集まるものとロータリーとして組織的な

を行います。

協力は不要としておりました。

出欠に関わらず、景品のご提供をよろしく

小委員会として大会会場内での「大会ボランティア」と

お願い申し上げます。

会場外で案内や誘導をする「都市ボランティア」が存在
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