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              会長  西澤 応人 

明けましておめでとうございます。 

今年は平成最後の年となります。日本中で色々な行事が

営まれることになるでしょう。 

亥年は十二支の最後の年、力を蓄えていく年と言われて

います。元号が変わり、新天皇の即位を始め来年の東京

オリンピックに向けて、幸多い年となることを祈念致し

ます。 

 さて、当クラブでは新しい試みとして｢オープン例会｣

を開催しました。まだ結果は現れて参りませんが、新し

い形の会員増強を続けていきたいと考えています。年度

後半には、四月の移動例会や五回程の卓話を予定してい

ます。色々な場面に知人の方をご招待いただき、クラブ

の様子を見ていただきたいと考えます。 

 一方、今年度は行事の少ない年ですので、クラブ会員

の親睦をより図れる時間を持ちたいと考えます。行事開

催の際には、皆様のご協力とご指導を頂戴し、和やかに

会を進めて行きたいと存じまので、よろしくお願い申し

上げます。 

 会員皆様の本年のご多幸とご健勝を心より祈念申し上

げます。 

 
 
 
 
司会：西部孝之 副ＳＡＡ 

ロータリーソング：国歌、奉仕の理想  

ソングリーダー：仲西恭一会員 
 

◇入会式 須藤 博和 様  
          （紹介者：田島会員、浦野会員） 

 

 
 
 

◇卓話「準備は自分を裏切らない」 

株式会社セラフィスワット アドバイザー 

平成 31 年度 読売巨人軍 １軍外野守備走塁コーチ 

鈴木 尚広 様     （西部会員紹介） 

 

 
 
◇１月の例会スケジュール（次々回以降） 
第２１２６回：２８日（月）  

①イニシエーションスピーチ／白石典義会員 

②職業奉仕関連卓話 
神奈川ダイハツ販売株式会社 

常務取締役 清水祐輔様    （西澤会長紹介） 
 
◇１月例会受付当番 
蕪木会員・白石(庄)会員・小原会員 

 
◇１月のお祝いの方々おめでとうございます 
＜会員誕生祝：1名＞ 恩田会員 

 
＜夫人誕生祝・結婚祝・皆勤祝：該当なし＞ 

 

   第２１２４回例会号 ２０１９年１月７日発行（第 2123 回合併号） 

本日の例会／第２１２４回例会（１．７） 

  ローターアクトクラブ合同･新年例会 

 

 
  年頭のご挨拶 

 

次回の例会／第２１２５回（1. ２１） 
     ※１月1４日（月）は祝日休会です。 

お知らせ：クラブ内 
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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 
 
 
 
 
平松 徹様（RI第2790地区／松戸RC） 
   
 

 

１．ガバナー事務所より「12月／疾病予防と治療月間」

のリソースと「コーディネーターニュース」12月号が届

いております。閲覧希望の方は、事務局までお申し付け

ください。 

２．先週、下期の会費請求書を郵送させていただきまし

た。内容ご確認の上、お早めにご納入ください。 

 

 

来週は「忘年家族会」のため、昼間の例会はございませ 

ん。欠席予定で景品を提供していただける場合は、事務

局までご連絡ください。 

また、当日は親睦・ＳＡＡの皆様にはお手伝いをお願い

します。 

【出席関連】 

12月23日開催「地区青少年交換委員会主催懇親会」に

平井会員が出席します。 

 

             

 
◇「年次総会」議長／西澤会長 

次年度理事・役員候補者の件 

（司会／佐藤幹事） 

        ＜記＞ 

２０１９-２０年度 理事及び役員 

≪理事≫ 

会  長       浦野  静夫 

副会長／会長ノミニー  

クラブ奉仕委員長   田口  直哉 

副会長        須藤  和由 

職業奉仕委員長    安達  政弘 

社会奉仕委員長    仲西  恭一 

青少年奉仕委員長   久保田英敬 

国際奉仕委員長    久恒  康裕 

直前会長       西澤  応人 

幹  事       佐々木 誠 

会  計       白石庄一郎 

≪役員≫ 

会  長       浦野 静夫 

副会長／会長ノミニー  田口 直哉 

副会長        須藤 和由 

幹  事       佐々木 誠 

会  計       白石庄一郎 

会計監査       恩田 裕城 

Ｓ Ａ Ａ       平井憲太郎 

副 幹 事       白石庄一郎 
 

 
 浦野次年度会長       佐々木次年度幹事 

 

◇「地区拡大増強セミナー報告」／平井会員 

⚫ 現在の会員数 

全世界 約120万人（2018年6月末） 

日本 89342人（2018年8月末） 

2580地区 3069人 

⚫ 当地区は人口対ロータリアン数で、全国最低。 

最高の D2500 が人口 1 万人あたりロータリアン

15.4人 

お隣D2750では同じく7.13人 

当地区は東京5 分区で、同じく 3.71 人最下位から 2

番目 

沖縄分区では、なんと2.76人で、最下位 

⚫ メンバーが少ないと、何が問題か 

クラブの活気が失われる 

活動費が不足して、奉仕活動が十分に行えない 

良い卓話者を呼べない（恥ずかしくて呼べない？） 

⚫ その対策は？ 

1年後、3年後、10年後のクラブの姿を考える→中・

長期計画 

クラブの多様化→早朝例会、夜間例会、WEB例会、研

修例会 

日本では95％が昼例会。世界のロータリーでは昼例会

は50％。 

食事なし、若年者の会費低減、事務局費の圧縮など 

メンバーの多様性（性別、年齢、職業などにおいて）の

確保 

2016 年規定審議会でローターアクター、学友という

会員身分 

職業人でなくても、善良な市民奉仕者にも会員資格 

誰もが参加しやすい例会運営→クラブ運営の柔軟性 

 

前々回の例会 第２１２２回（１２. １０） 

ゲスト・ビジター（１名） 

会長報告 

幹事報告 

プログラム 
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Eクラブ→2016年規定審議会で通常のクラブとの区 

別がなくなった 

衛星クラブ設立の検討 

⚫ 衛星クラブとは 

同じクラブでありながら、別の細則で運営される。 

例会会場、例会時間、会費などを独自に決められる 

設立のための最小メンバー数は 8 名（通常のロータリ

ークラブは20名） 

衛星クラブの会員数はスポンサークラブの会員数に加

算される 

⚫ 衛星クラブをどのように活用するか 

若いロータリアンを招くため、彼らが参加しやすい例会

開催を行う 

逆に、退職や高齢で退会する人たちの受け皿として設立

する 

ローターアクターや学友がロータリークラブを結成す

るために、そのステップとして衛星クラブを設立する。 

          （当日配布の資料より） 

 
 
 
 

会員数 出 席 欠 席 出席率 
11/12 
修正出席率 

32 26 6 81.25％  87.09％ 

    

                    

 

 

 

 

 
 
 

 

 

     
 
＊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～2 0時半閉会） 

＊会費／会員1万5千円、ご夫人1万円（小学生以下無料） 
 

 
 
 

１８：００～「第２１２３回 例会」 

司会／久保田英敬 副ＳＡＡ 

 

 

 

１．本日はお忙しいところ、ご家族の皆様も多数ご出席

くださいまして、誠にありがとうございます。 

西部親睦委員長、副SAA各位のご協力に感謝申し上げ

ます。どうぞ皆様ご一緒に最後までお楽しみください。 

２．前回会報に掲載の通り、地区より｢東京2020オリ

ンピック･パラリンピック『都市ボランティア』協力依頼｣

が来ております。詳細は事務局までお願いいたします。 
 
 
 

来週、再来週は例会がお休みです。次回は1月7日（月）

18時より東武バンケットで新年例会を行いますので、

多数のご参加お願いいたします。 

それから1点お詫びですが、「下期会費請求書」に「11

月北分区 IМ」の登録料が計上されておりませんでした。

誠に恐れ入りますが、出席申込みをされた方は例会時に

3,500円の集金をお願いいたします。 

【出席関連】 

1月10日開催「地区青少年交換委員会」に平井会員が

出席します。 
 
 
 

◆城西高校インターアクトクラブ顧問／中川 昌枝先生 

◆会員令夫人／蕪木夫人、平井夫人、竹内夫人、岩﨑夫人、

浦野夫人、佐々木夫人（順不同） 

◆会員ご家族／蕪木豊樹様、蕪木智子様、植野静香様、 

 浦野 瑛光君、寛久君、蕪木煌樹君、植野夏菜ちゃん 

◆東京池袋西RAC／山下 和歌子さん 
 
 
 
 

会員数 出 席 欠 席 出席率 
11/26 
修正出席率 

32 20 12 62.50％  89.65 ％ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

出 席 報 告 （１２. １０） 

） 

 ９) 

前回の例会／第２１２３回（１２. １７） 

      忘 年 家 族 会 

） 

プログラム 

会長報告 

ゲスト・ビジター（１５名） 

幹事報告 

出 席 報 告（１２．１７） 

） 

 ９) 

＜ニコニコボックス＞ 

◇西澤会長：今年も早くも年末を迎える事となりました。 

 暖かい秋でしたが、ここに来て急に冬らしい日々が続いてい 

ます。 今晩楽しく忘年のひとときをお過ごしください。 

◇平井会員： 今年もお世話になりました。2019年もよろしく 

 お願いします。 

◇浦野会員：本年もお世話になりました。蕪木さんご家族、 

ようこそいらっしゃいました！ 

◇蕪木会員：浦野さんの息子さんと、次男の息子が同級生という

こともあり、浦野さんからのお誘いをいただき大勢で参加しま

した。浦野さんありがとうございます。 
 

 
 
 
 
 
 

＜ニコニコボックス＞ 

◇佐藤幹事(結婚記念)：結婚して29年目を迎えました。妻の 

機嫌を損ねないように気をつけます。 

◇今田会員(皆勤賞45年)：永い間ありがとうございました。  

◇須藤会員：年末なのでニコニコします。 

◇浦野会員(皆勤賞)：先週は皆勤のお祝いをありがとうござい 

ました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
年度累計 ￥４６６,９７４   

 
 
 
 
 
 
 
 
く     
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次年度理事・役員紹介 

 

浦野次年度会長・佐々木次年度幹事 
 
 

 １８：３０～「親睦会」 

☆お食事ならびにご歓談☆ 

 司会／西部親睦委員長 

 乾杯挨拶／冨重直前会長 

  

 

♪伊藤 潮ジャズトリオ 
 

      

   

 

         フィナーレ「手に手つないで」 

    ご参加の皆様、ありがとうございました。          

 

 
 

 
 
 
◇ＲＩよりロータリーレートのお知らせ 

１月：１ドル＝１１２円 

お知らせ：クラブ外 


