














































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

2016-17“INTERNATIONAL ROTARY DISTRICT2770 

IWATSUKI ROTARY CLUB 

Weekly Report 
クラブ・テーマ   「時流にあわせた変化と発展」 

 
会 長 小田光司    例会場 : 割烹「ふな又」 例会日：木曜日 点鐘 12:30～13:30 

幹 事 田中芳明  事務所：さいたま市岩槻区本町 3-8-2-203 ℡048-758-0680 FAX048-758-0681  

会長Ｅ 小林利郎    htt://www.iwatsuki-rotaryclub.jp  E-mail:info@iwatsuki-rotaryclub.jp 

 
小田光司年度  第２回  通算２５７３例会                 平成２８年７月１４日 

小田年度第２回目の例会でございます。 

本日は浦和北ロータリークラブより渡邊 

パストガバナー、大宮西ロータリークラ 

ブより新見会長、渋谷幹事、蓮田ロータ 

リークラブより岩崎会長、加藤青少年奉 

仕部門委員長、佐藤幹事、岩槻東ロータ 

リークラブより阿津沢会長、藤堂幹事、 

計 8名のお客様にお越しいただきました。お忙しい中本当

にありがとうございます。 

先日今年度初めての理事会を開催させていただきまし

て、理事の皆様全員のご参加をいただきました。ありがと

うございます。そこで新会員 4名の上程がございました。

来る 8 月 18 日のガバナー公式訪問の時に是非とも参加し

ていただき、ガバナーにバッジを付けていただきたいと考

えております。 

また本年度は岩槻ロータリークラブに同好会を作って、

同じ趣味を持つ仲間同士でさらなる親睦を深めましょう

ということにさせていただきまして、現在ゴルフ同好会が

できております。去る７月 12 日に第 1 回目のコンペを開

催させていただきました。新会員予定者 2名を含む計 9名

にて開催しましたが、入会前に親睦を図ることができてと

ても良かったと思っております。そこでスマイルも 6000

円集めることができました。ご参加いただきました皆様に

は重ねて感謝いたします。 

同好会を通して楽しみながら親睦を図り、少しずつでも社

会奉仕に繋げて行ければ楽しみもより大きくなるのでは

ないでしょうか。ゴルフだけではなく、新たに同好会を作

って活動したければ、どうぞ理事会に申請していただきた

いと存じます。 

今日の例会はインターアクトに関するものとなっており

ます。皆様最後までお付き合いいただきますようお願い申

し上げます。 

 

お客様紹介 

パスト 

ガバナー 

渡邊和良 様 

大宮西 RC 

会長 

新見和男 様 

大宮西 RC 

幹事 

渋谷廣慶 様 

岩槻東 RC 

会長 

阿津澤 清 様 

岩槻東 RC 

幹事 

藤堂 昇 様 

蓮田 RC 

幹事 

佐藤 淳 様 

蓮田 RC 

青少年奉仕委員長 

加藤 始 様 

蓮田 RC 

会長 

岩崎 一隆 様 

地区役員・グループ内クラブ創立順・他クラブ創立順にてご紹介 

1. 地区よりロータリー財団設立 100周年 地区大会ポリ

オ撲滅チャリティーゴルフコンペのご案内が届いてい

ます。日時：平成 28年 10月 3日  

開催コース：大利根カントリークラブ  

受付締切：7月 31日 

2. 地区より 16-17年度米山記念奨学部門・学友セミナー

のタイムスケジュール変更の案内が届いています。 

3. 地区 国際奉仕委員会より[16-17年度 RI・D3800地区 

フィリピン国際奉仕 PJ視察ツアー]のご案内。 

4. 地区よりロータリーの友 7月号のリポート。 

 

幹事報告                                               幹事 田中芳明 

会長の時間     第 54代会長 小田光司 

5. 岩槻東 RC様より例会メーキャッ 

プのご案内が届いています。 

日時：平成 28年 8月 9日（火） 

１２：３０より  

場所：市民会館いわつき 301号室 

井原直前ガバナーをお迎えして、 

「仕事とロータリアン人生」について 

6. 千倉 RC様より創立 50周年記念式典の御礼と記念誌が届

いています。 

7. 大宮北東 RC様より 6月の週報が届いています。どうぞ、

ご覧ください。           以上 7点です。 

 

お客様皆様より、

小田会長・田中幹

事への就任の御

祝の言葉を頂戴

致しました。 

誠にありがとう

ございます。 

◆ 次回の例会 ◆      平成２８年７月２１日 （木） 夜間例会      点鐘 18：00   会場 ふな又 



 

 

 

 

発 行   支援・広報・学友委員会   委員長 鈴木 隆  副委員長 根岸節子  委員 志水一雄 

大宮西ＲＣ会長 新見和男 様 
当クラブは、今年度「親睦と奉仕活動を推進しながら、

今後のための人づくり」をテーマに活動していく所存でご

ざいます。 

第 4 グループの一員として貴クラブと共に相携えてロー

タリークラブの発展に寄与して参りたいと思いますのでど

うぞ、ご指導ご鞭撻の程宜しくお願い致します。 

蓮田ＲＣ会長 岩崎一隆 様 
蓮田ロータリークラブは、昨年 45 周年を迎え、大宮アル

ピーノで記念式典を行いましたが岩槻ロータリークラブ皆

様には多数の会員の皆様にご出席を頂き有難うございまし

た。私は、飯野パストガバナーの年度にロータリーに入会

させて頂きました。苦節 10年やっと会長になることが出来

ました。岩槻ロータリークラブさんとは、私の父が蓮田ロ

ータリークラブに在籍していた時に、金子パストガバナー

の副幹事で岩槻ロータリークラブの塩田さんにご指導頂い

たことを聞いております。また、蓮田青年会議所の設立に

あたっても、有山さんには厳しいご指導を頂き大変な思い

をしましたが、今となっては楽しい思い出です。また、観

光協会のお付き合いで「岩槻区民やまぶきまつり」に参加

させて頂いております。岩槻ロータリークラブ、蓮田ロー

タリークラブ、岩槻東ロータリークラブの三クラブ合同例

会も恒例となり、今後ますます親睦が深まればと考えてい

ます。今後もよろしくお願いします。 

岩槻東ＲＣ会長 阿津澤 清 様 
最近岩槻駅もきれいになりまして老人も使いやすい駅に

なりました。電車も急行があり、大宮まで直通になりまし

た。岩槻駅西口も開け、素晴らしい綺麗な街並みになりま

した。さらに区画整理をしてきれいな街にしたいです。蓮

田まで道路が抜けるといいですね。 

本日は渡邊パストガバナーほか大勢のお客様が来て下さ

った例会でした。また、若い人が入会する予定があり、益々

頑張っていきましょう。 

 岩槻高校も今日の高校野球大会予選では 6-1 で飯能高校

を破ったことでこの夏のドラマがあるかも、応援していき

たいです。今後とも宜しくお願いします。 

 

 

奉仕委員会 委員長 増岡昌行 
インターアクトクラブとは、RIでは 12～ 

18歳を対象としたクラブで、学校または 

地域社会をベースとして活動しています。 

「インターアクター」と呼ばれるインター 

アクトクラブ会員は、少なくとも月 2回ミ 

ーティングを開き、年に 2回、奉仕活動 

（学校や地域社会での活動 1回と、国際 

理解を育むための活動 1 回）を実施します。2770 地区では

15～18 歳を対象としインターアクトクラブの活動を行って

おります。 

インターアクトを通じて、若い人たちに次のようなチャ

ンスをあたえることができます。 

 地域社会のリーダーから指導を受けたり、世代を超え

た絆を築く 

 リーダーシップのスキルを育む海外の若者たちと交流 

ローターアクト、RYLA（ロータリー青少年指導者養成プロ

グラム）、青少年交換など、インターアクト以外で自分の可

能性を広げるチャンスを見つける 

インターアクトでできること 

 ボランティア活動に参加する 

 

 海外の友だちをつくる 

 自分のスキルや能力を伸ばす 

 楽しく活動に参加する 

 インターアクトクラブでは毎年、学校や地域社会のた

めの活動と、国際理解をめざす活動を行います。 

このような活動を通じて、社会に役立つ活動に参加できる

だけでなく、同年代の参加者どうしで交流を深めることが

できます。 

RYLA（ロータリー青少年指導者養成プログラム） 

インターアクターが参加できるロータリーのプログラムの

1つに、「RYLA（ロータリー青少年指導者養成プログラム）」 

があります。RYLAは、クラブ、地区、または多地区合同で

実施されるプログラムで、青少年のリーダーシップ養成を

目的としています。地域社会で活躍する次世代のリーダー

同士のつながりを深めるため、インターアクターを RYLA

行事に招待してみてはいかがでしょうか。 

岩槻高等学校 IACとの関わりについて 

我がクラブでは、岩槻高校のインターアクトクラブの提

唱クラブとなっております。インターアクトクラブのスポ

ンサークラブは、青少年育成プログラムの一環としてイン

ターアクトクラブのサポートをすると RI の定義にも記載

しております。 

近年、我がクラブが岩槻高校の IAC にどのくらい関わっ

ておるのか？そのことを見直し、インターアクターが今以

上に成長できるよう、私どももいろんな意味で今以上に関

わりを持ち、岩槻高校のインターアクターたちが、このク

ラブに入会し、さまざまなことで、ロータリアンが面倒を

見て、子供たちがインターアクトクラブに入って良かった

と思って頂けるような活動ができればいいのではないかと

思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご挨拶 

卓話 「インターアクトについて」 

スマイル報告 
本日のスマイル合計 36,000 円 

年間累計額 85,000 円 

 
出席報告 

会員数 出席数 免除者 ＭＵ 出席率 

21 14 0 1 71.43％ 

 

スマイルＢＯＸより        

ビジター 

ガバナー 渡邊和良 様（浦和北） 

本日はよろしくお願い申し上げます。 

大宮西ＲＣ会長 新見和男 様 

本日は表敬訪問に伺いました。第４Ｇとしてどうぞ一年間よろし

くお願い致します。 

大宮西ＲＣ幹事 渋谷廣慶 様 

本日はお世話になります。 

岩槻東ＲＣ会長 阿津澤 清 様 

本日は訪問させて頂きました。宜しくお願いします。 

岩槻東ＲＣ幹事 藤堂 昇 様 

岩槻ロータリークラブさん、今日はお邪魔します。 

蓮田ＲＣ会長 岩崎一隆 様 

本日は訪問させて頂きました。 

蓮田ＲＣ幹事 佐藤 淳 様 

本日は初訪問させて頂きました。 

蓮田ＲＣ青少年奉仕委員長 加藤 始 様 

本日お世話になります。 

メンバー（50 音順） 

遠藤隆雄   小田光司   菊地 廣   小林利郎 

塩田淳司   鈴木 隆   田口雅弘   田中芳明 

出山知宏   津多一幸   中村 正   原田晃博 

増岡昌行   三浦宣之   ゴルフ同好会一同 

🌼 たくさんのご芳志ありがとうございました 🌼 


