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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   

 

222000111999---222000 年年年度度度   ＲＲＲＩＩＩテテテーーーマママ    RRROOOTTTAAARRRYYY   CCCOOONNNNNNEEECCCTTTSSS   TTTHHHEEE   WWWOOORRRLLLDDD   ～～～ロロローーータタタリリリーーーははは世世世界界界をををつつつなななぐぐぐ～～～   

   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「「「奉奉奉仕仕仕ののの実実実践践践／／／平平平和和和ででで明明明るるるいいい未未未来来来」」」   クククラララブブブテテテーーーマママ「「「笑笑笑顔顔顔でででつつつなななぐぐぐロロローーータタタリリリーーー！！！」」」   

 

 

ＲＩ会長／マーク･ダニエル･マローニー 第 2580 地区ガバナー／新本博司 
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／浦野静夫  副会長／須藤和由 (会長エレクト)  幹事／佐々木 誠  
会報委員長／田島幸男  副委員長／関根憲治  URL.https://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：久保田英敬 副SAA 

ロータリーソング：四つのテスト 

ソングリーダー：中里隆重会員 
 
 
 
 

◇ＩМ報告会／幹事 

◇ロ―タリー財団関連卓話／冨重ﾛｰﾀﾘｰ財団委員長 

◇イニシエーションスピーチ／矢島会員 
 
 
 
 
◇卓話「税の変遷と消費税」              

 豊島税務署長 大木 正 様  （浦野会長紹介） 

 

 
 

◇１２月例会スケジュール（次々回以降） 

第２１５８回： ９日（月）   

「クラブ協議会上期報告」／五大奉仕各委員長   

第２１５９回：１６日（月）   

「年次総会」／幹事 

第２１６０回：２３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。 

定 款 休 会 ：３０日（月） 

◇1２月例会受付当番 

齊木会員、長尾会員、久恒会員 

◇11 月のお祝いの皆様おめでとうございます 

＜会員誕生祝：１名＞ 須藤(和)会員 

＜夫人誕生祝：３名＞ 

恩田令夫人・平井令夫人・白石(庄)令夫人 

＜結婚記念祝：１組＞ 西部会員ご夫妻 

＜皆勤祝：２名＞ 

平井会員：19年   小原会員：4年 
 
             
 
 
 

司会：佐藤 進 副SAA  

ロータリーソング：四つのテスト 

ソングリーダー：中里隆重会員 

◆「会長・幹事との打合せ」10：40～11：10 

◆「クラブ協議会」11：10～12：00 

＜出席者＞ 

ご来賓／新本ガバナー、山尾地区副幹事、 

猪飼北分区ガバナー補佐、澤部分区幹事 

当クラブ会員／浦野、佐々木、須藤(和)、安達、須藤(博)、 

久保田、西澤、中里、冨重、平井、白石(庄)（敬称略） 
 

◆例会12：30～13：30 

 

 ＜新本ガバナーと共に＞ 

第 2156 回例会号 2019 年 11 月 25 日発行（第 2154～2155 回合併号） 

本日の例会／第２１５６回例会（１１. ２５） 

 本日のプログラム 

 

次回の例会／第２１５７回（１２.  ２） 

お知らせ：クラブ内 

 

第２１５３回 １０月２８日の例会 
    ガ バ ナー 公 式 訪 問 
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地区ガバナー 新本博司様（那覇RC） 

地区副幹事  山尾尚司様（東京浅草中央RC） 

北分区ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 猪飼昭彦様（東京板橋ｾﾝﾄﾗﾙRC） 

北分区幹事    澤部利藏様（東京本郷RC） 

ガバナー令夫人 新本順子様 

加古博昭様（東京池袋RC） 

本間邦弘様（東京板橋ｾﾝﾄﾗﾙRC） 

青少年交換来日学生／ジンナ・ジュンアネークポン君 
 
 
 

本日は「ガバナー公式訪問」でございます。ご来賓の皆

様、お忙しい中、ようこそ当クラブへお出でくださいま

した。後ほど「ガバナー特別卓話」を拝聴させていただ

きます。どうぞ宜しくお願い申し上げます。 
 
 

 

１．ガバナー事務所より「野生型ポリオウイルス 3 型 

根絶」という素晴らしいニュースが入っております。こ

れは、天然痘と 2 型の野生型ポリオウイルスの根絶に続

く人類の歴史的偉業だそうです。後ほど冨重ロータリー

財団委員長からもお話があると思いますが、日本を含む

国々での募金活動のお蔭です。今年も財団寄付の奉加帳

を回しますので、是非よろしくお願いいたします。 

３．東京上野RC様より、「北分区ゴルフ予選会」のお礼

状が届きました。ご参加の皆様ありがとうございました。 

４．クラブ内連絡 

①本日 18 時より東武百貨店 15 階「美濃吉」におきま

して、「インフォーマルミーティング」を行います。参加

会員はよろしくお願いいたします。 

②11月の例会予定ですが、来週11月4日、再来週11

日は休会、13日(水)は「北分区ＩＭ」です。 

また、18日は先日ご案内の通り、ホテルメトロポリタン

での昼間の「移動例会」となっております。出欠返信が

未だの方はお急ぎください。来月は例会の予定をよくご

確認の上、ご参加よろしくお願いいたします。 

【出席関連】 

①11 月 8 日開催「武蔵野分区インターシティミーティ

ング」に平井会員が出席します。 

②11 月 9 日開催「東京ワセダローターアクトクラブ創

立5周年記念式典」に平井会員、須藤会員が出席します。 

③11月14日「2019-20年度 第2回地区研修会」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。 

 

         

◇ガバナー特別卓話 

2019-20年度ガバナー 新本 博司 様 

  
   新本ガバナー、ありがとうございました。 

 

【11 月「理事･役員会」報告】 

日時／2019年10月28日(月)13:30～場所／東武BH 

出席者／浦野、西澤、須藤(和)、佐々木、久保田、恩田、

平井、須藤(博)（順不同、敬称略） 

＜議 題＞ 

◆報告事項 

①10/31(木)「多摩分区インターシティミーティング」 

登録料の件（平井会員出席）：了承 

②11/9(土)｢東京ワセダローターアクトクラブ創立 5 周

年記念式典」登録料の件（平井会員・須藤会員出席） 

：了承 

③10/9(水)｢2020-21 年度地区連絡会(顔合わせ)」 

会費の件（平井会員出席）：了承 

④11/18(日)-19(月)「ロータリー研究会」登録料の件 

（平井会員出席）：了承 

⑤11/25(月)｢2019-20 年度中央分区インターシティ

ミーティング」参加費の件（平井会員・佐々木会員出席） 

：了承 

⑥10/18(金)｢地区青少年奉仕委員会」懇親会費の件 

（平井会員出席）：了承 

⑦11/14(木)｢2019-20 年度第 2 回地区研修会」登録料

の件（平井会員出席）：了承 

⑧11/5(火)｢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（中里会員出席） 

⑨12/1(日)｢全国青少年交換委員長及び危機管理委員長

会議」会費の件（平井会員出席）：了承 

⑩事務局賃貸借契約更新費用の件：了承 

◆審議事項 

①今年度下期会費の件：承認 

②地区大会本会議登録料クラブ負担額の件：昨年同様 

③「忘年家族会」招待者・会費の件：会費については、 

会員/夫人/家族・ローターアクトの会費は昨年同様とし、 

米山奨学生・来日学生・インターアクト顧問・青少年交換

ホストファミリー高田様をご招待する。 

④「年度計画書」／職業分類表文言一部改訂の件 

（配布→販売）：改訂する。  

⑤事務局用ノート PC 購入の件：購入する。 

＜次回（12 月）｢理事・役員会｣予定日＞ 

日時／2019 年 12 月 2 日(月)13:30～場所／東武 BH 

 

 

プログラム 

幹事報告 

会長報告 

ゲスト・ビジター（８名） 
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会員数32名   出席26名   欠席6名 

出席率に用いた会員数  30名  出席率86.66％ 

9/30 (月) 修正出席率  89.65％ 

 
             
  
 

 

■ホストクラブ：東京本郷RC・東京板橋セントラルRC・ 

東京リバーサイドRC 

■会場：ホテルメトロポリタンエドモント 2 階「悠久」 

 
   

     
 

会員数32名   出席18名   欠席名14名 

出席率に用いた会員数 28名  出席率64.28％ 

10/7(月) 修正出席率  90.00％ 

 

 

 

 

 
             
  
 
 

■会場：ホテルメトロポリタン２階「桂林」 

        12：30 点鐘～14：00 閉会 

■会費：ひとり6,000円 
 
 
 

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。東京板橋セントラルロータリークラ

ブ様からもお礼状をいただいております。 

２．RI日本事務局から11月「ロータリー財団月間」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」11月号が届いております。転送希望の方は事

務局までご連絡ください。 

３．来週の例会は通常どおり、12：30点鐘で東武バン

ケットホールです。今月のお祝い品も来週お渡しとなり

ますのでご了承ください。 

４．本日は佐藤親睦委員長のお蔭で、大変珍しいお料理

による移動例会が実現致しました。佐藤委員長ありがと

うございます。このような機会はあまりないと思います

ので、どうぞ皆様ご堪能ください。 
 
 

 

【出席関連】 

①11月10日開催「インターアクト地区合同活動」に平

井会員が参加しました。 

出席報告 （１０. ２８） 

＜ニコニコボックス＞ 

◇浦野会長：新本ガバナー本日は御来会誠にありがとうございま

す。  

◇佐々木幹事：本日のクラブ協議会お疲れ様でした。 

◇西澤会員：新本ガバナー本日は御来訪ありがとうございました。 

◇須藤会員：新本ガバナー、猪飼ガバナー補佐始め地区役員の皆

様、ようこそ池袋西ロータリークラブへお越しくださいました。 

◇毛利会員：誕生祝いありがとうございました。 

◇平井会員：新本ガバナーご夫妻ようこそ。 

◇佐藤会員：新本ガバナーお越しいただきありがとうございます。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
年度累計 ￥４６６,９７４   

 
 
 
 
 
 
 
 
く     

 
 

第２１５４回 １１月１３日（水）の例会 

北分区インターシティミーティング（合同例会） 

 

出席報告 （１１. １３） 

前回の例会／第２１５５回（１１. １８） 

      移 動 例 会 

幹事報告 

会長報告 
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②11月18-19日開催「第48回ロータリー研究会」に

平井会員が出席します。 

③11月25日「中央分区インターシティミーティング」

に佐々木幹事、平井会員が出席します。 

 

ようこそ池袋西ロータリークラブへ！ 

「入 会 式」 

 

吉山 弘樹 様 
 

  誕生日 1967年1月17日 

  紹介者 浦野会長・須藤和由会員 

  勤務先 株式会社アウトプラッツ 

  役 職 代表取締役社長 

  〒171-0043 豊島区要町2-16-3  

  TEL：03−3956-4411 
 
 
   

     
 

会員数33名   出席 名   欠席 名 

出席率に用いた会員数  名  出席率.％ 

10/21(月) 修正出席率  .％ 

 

 

お料理の説明をしてくださる佐藤会員と「桂林」厚沢シェフ 

～美味しいお料理ありがとうございました！～ 

 

 
 
                    

 

 

 

 

◇近隣４クラブ例会臨時変更（11月～12月） 

＜東京池袋 RC 例会臨時変更＞ 

１１月２８日（木） ・ １２月１９日（木） 
 

＜東京板橋 RC 例会臨時変更＞ 

１２月１７日（火） 
 

＜東京豊島東 RC 例会臨時変更＞ 

１１月２７日（水） ・ １２月１１日（水） 
 

＜東京板橋セントラル RC 例会臨時変更＞ 

１１月２９日（金） 

※上記日程はメイクアップ受付が出ます。 

 

◇ＲＩよりロータリーレートのお知らせ 
１１月：１ドル＝１０８円 

 
  

一週一句 

    友のいぬ 句会空しき 秋思かな 
                桃林  
 

お知らせ：クラブ外 
出席報告 （１１. １８） 

＜ニコニコボックス＞ 

◇西澤会員：本日会費のお釣りをニコニコします。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
年度累計 ￥４６６,９７４   

 
 
 
 
 
 
 
 
く     

 
 


