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会長 須藤和由 

 新年明けましておめでとうございます。 

会員の皆様には、健やかに新春を迎えられたこと

と、お慶び申し上げます。 

とはいえ、いまだに新型コロナの感染が続く中、

心が晴れる新年とはいえない思いで新年を迎えら

れたと思います。 

さて丑年の今年はどういう年になるのでしょうか。 

先行きが見えづらいなか、時間ばかりが過ぎ、落

ち着かない年になるのでしょうか。 

それとも新型コロナに打ち勝ち、劇的に飛躍する

年になるのでしょうか。 

後者の可能性は極めて低いものの、気持ち的には

そうあって欲しいと思います。 

しばらくは、腑に落ちない時間が過ぎてゆくとは

思いますが、常に前向きの気持ちを持ちつづけた

いと願っております。 

さて任期の後半は、佐々木会長エレクトにバトン

タッチするのを楽しみに、お役をこなして行きた

いと思います。 

会員の皆様のさらなるご協力とご指導をどうかよ

ろしくお願いします。 

東京池袋西ロータリークラブ 

２０２０〜２１年会長 

須藤 和由 
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司会：須藤博和会員 

ロータリーソング：国歌、奉仕の理想 

ソングリーダー：中里会 

◇職業奉仕フォーラム

卓話者：須藤博和会員 

◇１月の例会スケジュール（次々回以降）
第２１８９回：２５日（月） 
卓話／三井住友信託銀行  
主席財務コンサルタント 松田 隆司様 
（矢島会員紹介）

◇１月例会受付当番

蕪木会員・杉山会員・矢島会員

◇１月のお祝いの方々おめでとうございます

＜会員誕生祝：２名＞ 恩田会員、吉山会員 

＜結婚祝：1名＞ 杉山会員 

司会：西部会員 

ロータリーソング：それでこそロータリー 

なし 

なし 

①来週は「忘年家族会」のため、昼間の例会はございませ

ん。また、当日は親睦・ＳＡＡの皆様にはお手伝いをお願

いしたいと思います。 

近日中に詳細の連絡をいたしますので、ご協力ください。 

【出席関連】 

①１月１６日地区ローターアクトクラブ『WheeLog!

車いす体験』に平井会員が出席します。 

 

会員数２９名 出席１５名  欠席１４名 

出席率に用いた会員数  ２７名  出席率５５.５５％ 

１１/16(月) 修正出席率  73.33％ 

一週一句 

飛騨にきて 思いがけなき 寒露から 

桃林 

◇年次総会
「年次総会」議長／須藤会長

次年度理事・役員候補者の件 （司会／久保田幹事）

＜記＞ 

２０２１-２２年度 理事及び役員 

≪理事≫ 

会  長       佐々木 誠 

副会長／会長ノミニー  白石庄一郎 

クラブ奉仕委員長   白石庄一郎 

副会長 冨重 克彦 

職業奉仕委員長   西部 孝之 

社会奉仕委員長 安達 政弘 

青少年奉仕委員長   吉山 弘樹 

国際奉仕委員長 蕪木 文昭 

直前会長 須藤 和由 

幹  事 杉山 起良 

会  計 浦野 静夫 

≪役員≫ 

会  長       佐々木 誠（理事） 

副会長／会長ノミニー  白石庄一郎（理事） 

副会長        冨重 克彦（理事） 

幹  事       杉山 起良（理事） 

本日の例会／第２１８７回例会（１.７） 

ローターアクトクラブ合同新年夜間例会 

前々回の例会 第２１８５回（１２. １４） 

）

会長報告 

幹事報告 

出席報告 （１２．１4） 

次回の例会／第２１８８回（１．１８） 

※１月1１日（月）は祝日休会です。

プログラム 

ゲスト・ビジター（１名） 

お知らせ：クラブ内 
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会  計   浦野 静夫（理事） 

会計監査   恩田 裕城 

Ｓ Ａ Ａ   平井 憲太郎 

副 幹 事 吉山弘樹・須藤和由 

   

＊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～20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２１８６回 例会」 

司会／西部ＳＡＡ 

①本日はお忙しいところ、ゲスト、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。

平井親睦委員長、西部SAA、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。 

②１２月２８日（月）は休会です。 

次回は１月７日（木）メトロポリタン「カシオペア」で

１８時～新年夜間例会です。お昼の例会はございません

ので、お間違えの無いようにお願いします。 

次回通常例会は１月１８日（月）です。 

③今月の“ハイライトよねやま”が届きましたので転送

ご希望のかたは、事務局までご連絡ください。 

④豊島東ロータリークラブ様よりチャリティーコンサー

トのご案内を頂戴しました。 

受付テーブルにチラシがございますので、お申込みされ

るかたは事務局までご連絡ください。 

◆ゲスト/東建設株式会社 代表取締役 深山大介様、

ご子息 深山孔太くん（浦野会員ご紹介） 

◆会員夫人／浦野夫人、佐々木夫人

◆会員ご家族／浦野瑛光君、浦野寛久君、飛田薫君

◆東京池袋西RAC／本田理乃さん、石橋侑子さん、松本い

ろはさん

会員数 出 席 欠 席 出席率 
1１/３０ 
修正出席率 

２９ １４ １５ ５３.８４％  ６７.８５ ％ 

＜ニコニコボックス＞ 
◇西澤会員：先日は申し訳ありませんでした。

◇齊木会員：忘年家族会欠席します。

◇浦野会員：須藤会長、久保田幹事、上期お疲れ様でした。佐々

木エレクト次年度頑張ってください。先週は皆勤祝いありがと

うございました。

年度累計 ￥４６６,９７４

く

前回の例会／第２１８６回（１２. ２１） 

 忘 年 家 族 会 

）

プログラム 

会長報告 

幹事報告 

ゲスト・ビジター（１０名） 

出 席 報 告（１２．２１） 

）

９)

＜ニコニコボックス＞ 

◇西澤会員： 大変な1年でしたがありがとうございました。来

年が良い一年になりますように！

◇西部会員：1 年間お世話になりました。先週末バッグを落と

してしまいましたが、全てもどってまいりました。

だんだんボケてまいりました。皆様良いお年を！

◇冨重会員：須藤会長、久保田幹事、半年間お疲れ様でした。

あと半年よろしくお願いいたします！須藤さん、浦野さん先

日はありがとうございました。

年度累計 ￥４６６,９７４
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 １８：３０～「親睦会」 

☆お食事ならびにご歓談☆
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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 
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