
2018～2019 年度会長方針「研修」と「活性化」

創　立／1986年2月19日　（会長）田　隆治　（副会長）有我　信行　（幹事）佐藤美枝子
例会場／〒171-8505　東京都豊島区西池袋1-6-1　ホテルメトロポリタン
　　　　TEL 03-3980-1111  
事務所／〒171-0021　東京都豊島区西池袋2-29-14-101
　　　　TEL 03-3985-7577 　 FAX 03-3590-6644
ＨＰ   http：//www.toshimah-rc.jp     E-mail   info@toshimah-rc.jp

WEEKLY REPORT
東京豊島東ロータリークラブ東京豊島東ロータリークラブ第2580地区第2580地区

本日のプログラム
理 事 会� 11：15～ 12：00
例　　会� 12：30～ 13：30
クラブ協議会②
（ガバナー訪問準備）

次回（８月29日）のプログラム
〈ガバナー公式訪問〉
会長・幹事打ち合せ会� 10：30～ 11：15
クラブ協議会� 11：15～ 12：15
例　　会� 12：30～ 13：30
※8/22例会の振替となります

8月のお祝い

【会員の誕生日】
有我　信行会員� 10日
佐野明三郎会員� 29日

【夫人・夫君の誕生日】
渡邊　孝子夫人� 2日
榊原　靖子夫人� 10日
涌井　廣見夫君� 16日
廣内　芳子夫人� 19日
村中　静枝夫人� 25日
外岡　清二夫君� 30日

第 1503 回例会　2018 年 7月 26日（２クラブ合同例会）
第 1504 回例会　2018 年 8月 8 日� 合併号

７月の誕生日祝会員

今月のソングリーダー 涌井�カテリン会員

会 長 報 告

前々回第1502回例会報告　2018年７月11日

１．当クラブのチャーターメンバーであり、2001�
-02年度会長、並びに地区幹事、ガバナー補佐な
ど地区の要職を歴任されてこられました佐々木通
博会員が、７月５日ご逝去されました旨を謹んで
ご報告申し上げます。お通夜は本日（（７／11））
17：50分より、告別式は明日（７／12）９：
30より要町駅近くの祥雲寺にて執り行われます。

　　開会点鐘の前に皆さんで黙祷を捧げたいと思い
ます。

２．７月より特別会員としてご入会いただく塩崎�亨
様がお越し下さいました。後ほどバッジとクラブ
資料をお渡し、一言ご挨拶をお願いいたします。

３．第2580地区・松坂ガバナーより、地区チーム
メンバーへの委嘱状が届きましたのでお渡しいた
します。地区諮問委員会顧問・前川会員、ガバナ
ー補佐�並びに�地区研修委員会委員・稲川会員、
分区幹事・月井会員、地区社会奉仕委員会委員・
有我会員、宜しくお願いいたします。

４．RI 第2580地区の2017-18年度地区財団活
動資金（DDF）の収支総括表が届きました。こ
れによりますと、2018-19年度への繰り越し
DDFは＄154 ,513となっております。

５．先程の理事会にて「平成30年７月豪雨」災害



1．「ロータリーの友」「バギオだより」の７月号が、
また、２月21日の地区大会へご出席の方には「地
区大会の記録」が届きましたので皆様のメールボ
ックスにお入れしてあります。ぜひご参照くださ
い。
　　なお「ガバナー月信」は、これまでは印刷物で
各クラブへ届き、皆様にお配りしておりました
が、今回よりメールでのpdf配信となりました。
また、夫々届いておりました「コーディネーター
ニュース」と「ハイライトよねやま」も「ガバナ
ー月信」に併載されるようになりました。メール

幹 事 報 告

をお使いの皆様へはメール配信で、お使いでない
方にはプリントアウトをメールボックスにお入れ
しますので、ぜひご参照ください。

２．今年度の「活動計画書」ができ上がりました。
例会スケジュールは11～12ページに、SAA当
番表は10ページに掲載されております。今年度
は例会数も減っていますので必ずご確認いただけ
ますようお願いいいたします。

３．第2580地区懇親ゴルフ大会「北分区予選会」
が10月15日（月）埼玉県東松山市の清澄ゴルフ
倶楽部で開催されます。ご参加の方には後日稲川
会員よりご案内があると思いますので、よろしく
お願いいたします。

４．今年度第１回の地区研修会が�開催されます。
日時は８月９日（木）15：00より、講師は RI
第2500地区パストガバナーの小船井修一（こぶ
ない　しゅういち）氏で「これからのロータリー
　2019年規定審議会を見据えて」と題して行わ
れます。ご出欠を７月25日までに事務局へお願
いします。

クラブ協議会①
今年度理事役員並びに各委員長の皆様

７月11日よりご入会の塩崎亨様
塩崎様は友好クラブである台北東海 RCに長く所属されて
おられました

前川会員、稲川会員、月井会員、有我会員に
地区チームメンバーの委嘱状をお渡し

について一人２千円の寄付をすることで承認され
ました。後ほど寄付金箱を回しますので皆様よろ
しくお願いいたします。
６．地区青少年交換委員会より、青少年交換派遣予
定学生のスポンサークラブ・カウンセラーの依頼
をいただいております。カウンセラーのご指名を
受けられた方はよろしくお願いいたします。

■出席報告

会　員 出席算入
会員数 出席数 欠席数 出席率 ６月13日分

修正出席率

35名 33名 28名 5名 84.85％ 84.38％



櫛田会員／2018-19年度、楽しく充実したロータ
リーライフを皆さんとご一緒によろしくお願い
致します。

前川会員／・佐々木さんのご冥福をお祈りして。
　　　　　・誕生日祝御礼。
新倉会員／新年度よろしく、櫛田さん、佐藤さんへ。
村中会員／櫛田新会長、佐藤美枝子新幹事、一年間
頑張って下さい。

時友会員／櫛田会長、佐藤幹事、お体に気をつけて
一年間よろしくお願い致します。

滝澤会員／幹事のお役が終わり、肩の荷が大分楽に
なりました。櫛田会長、佐藤幹事はじめ新役員
の方々、一年間よろしくお願い致します。

渡邊会員／櫛田会長、佐藤幹事、今年度の船出、お
めでとうございます。どうぞ一年間ご指導を宜
しくお願い致します。。

月井会員／櫛田年度、佐々木さんも天国から応援し
てくれてると思います。

澤田会員／櫛田・佐藤丸の出航、おめでとうござい
ます。結婚記念日のお祝い、ありがとうござい
ました。

有我会員／櫛田会長、佐藤幹事、宜しくお願いしま
す。期待しています！

 Smiling BOX 

〈今　回〉 〈累　計〉 〈予算達成率〉

68,000円 68,000円 5.7％

ニ コ ニ コ  B O X

■出席報告

幹 事 報 告
1．池袋 RC様より、８月23日（木）例会卓話の
ご案内をいただきました。受付にご案内を置いて
ありますので、ぜひご参照ください。

会 長 報 告

前回第1503回例会報告　2018年７月26日
（2クラブ合同例会）

１．青少年交換派遣学生として昨年８月11日にア
メリカに留学されました山元梨楠さんが、７月
23日（月）に無事帰国されました。飛行機の遅
延で、帰国便が変更になったなどのアクシデント
がありましたが、非常にお元気なご様子で、出迎
えに行った渡邊カウンセラーや私も安心したとこ
ろです。

　　また、翌日にはお母様の眞美様より、クラブ会
員宛にご丁寧な御礼のメールをいただき、皆様に
転送致しましたのでご参照ください。

２．７月18日（水）、福島被災地研修ツアーに会員
13名で行って参りました。詳細につきましては
次回例会でご報告いたします。

ベラ・フローラ

「平山先生感謝の会」
　2018年7月19日（木）12：00より、ホテル

メトロポリタン2階「花むさし」にて、平山

先生感謝の会を開催致しました。恭子先生、

長い間ありがとうございました♪♪

佐々木通博会員

会　員 出席算入
会員数 出席数 欠席数 出席率 ６月20日分

修正出席率

35名 30名 21名 9名 70.00％ 83.87％

　当クラブのチャーターメ
ンバーであり、2001-02
年度会長／2002-03年度
地区幹事、2004-05年度
ガバナー補佐をはじめ地区
の要職を数々歴任されました佐々木通博会
員が７月５日（木）ご逝去されました。享年
78歳。
　クラブ設立時からのご尽力に深く感謝申
し上げますと共に、心よりご冥福をお祈り
致します。



第1503回例会 卓　話
AIが産業を変える～変化はチャンス～
� 西武信用金庫�理事長　落合　寛司氏

　今は、第四次産業革命などと呼
ばれるように大変革期であります。
　変革期は、チャンスにする人や
企業とピンチにする人や企業に分
かれます。変化に対応すると、こ
のように変わることを西武信金の

2018年７月11日（水）

第１回定例理事会議事録
１．会計報告（前年度決算・会費納入状況）、承認
２．７月・８月・９月のスケジュール、承認
３．グループ例会は９月末頃までに開催で、承認
４．「クラブの未来を考える委員会」の設置、承認
５．2021-22年度ガバナー(ガバナーノミニーデジグ
ネート)候補者推薦依頼、継続検討
６．青少年交換派遣予定学生のスポンサークラブ・カ
ウンセラー依頼、承認
７．その他／慶弔金については従来通りで、承認

「平成30年７月豪雨」災害支援金につい
て一人２千円の寄付で、承認

業績で示してから、今回のメインテーマである「AIが産業
を変える」を説明していきます。
　西武信金は、変革期を予測し、お客様にいろいろな課題
が発生することから、その課題を解決するために金融機関
としては異例なコンサルタント機能を15年前より強化して
きました。提携している専門家は、３万人を超えています。
その結果以下のグラフが示すように業績が急上昇し、各業
績指数において、トップ及びトップクラスの実績を上げら
れるようになり、業界トップの格付A＋を獲得し、西武信
金の融資増加額は、都内全信金増加額の約40％を占めるよ
うに急上昇し、不良債権比も0．96％と業界平均を大幅に
下回りました。

　このように変化に的確に対応することは大変重要なこと
ですが、AI や IoT などに有効に対応することは、さらに
重要なことになります。AIなどが、産業界に及ぼす影響は、
知的既存業務の多くが人からAIに変わると予測されます。
　例えば、スーパーなどのレジ業務97％・弁護士助手や会
計士の業務94％・セールス業務92％・不動産販売代理業
務86％・理髪師80％など多くの業務に影響を与えていき
ます。このようなAI 時代への経営の対応としては、①AI
を活用し既存業務の生産性向上させる、②AI を活用し既
存業務の付加価値を強化する、③AI を活用し関連新規業
務を開発する、④AIに対応した採用計画の見直しをする。
その場合採用か提携か業務委託か等を検討する。そしてこ
れらへの対応は、自分だけで検討しないで金融機関等支援
機関を有効に活用することが重要であります。

8月の  例 会
　　スケジュール

８月８日［1504］
理 事 会　　　  11：15～12：00
例　　会　　　  12：30～13：30
クラブ協議会②
（ガバナー訪問準備）
�
8月29日［1505］
〈ガバナー公式訪問〉
会長・幹事打ち合せ会� 10：30～ 11：15
クラブ協議会� 11：15～ 12：15
例　会� 12：30～ 13：30
※8/22例会の振替となります

２クラブ会長での開会点鐘

ご家族をはじめ渡邊カウンセラー、
櫛田会長も出迎えに！

青少年交換派遣学生として昨年
８月11日にアメリカに留学され
た山元梨楠さんが７月23日（月）
に無事ご帰国 !!

ただいま〜　おかえり〜


