














































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご挨拶  大宮北東ＲＣ会長 長谷川秀明様 
本日は岩槻ロータリークラブ様の初例会にご挨拶にお伺

いさせて頂きました。どうぞ宜しくお願い申し上げます。 

 昨年度は当クラブ 25 周年例会に多数の皆様にお越し

頂きまして大変感謝しております。インターシティーミ

ーティングと第 3・第 4 グループチャリティーゴルフコ

ンペにおいてはホストクラブとして遊馬久治ガバナー補

佐とともにグループ幹事として多大なるご協力を頂き有

難うございました。 

 当クラブも四半世紀を迎えました。また、規定審議会

決議を踏まえてロータリー自体が変化しつつある時期の

会長として「温故知新」を心に留め、当クラブの先輩ロ

ータリアンからクラブの歴史を学び、そこから新しい知

識と見解をクラブ会員と一緒に未来に向けて導いていけ 
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いよいよ新年度の始まりでござい 

ます。本日はたくさんのお客様をお 

迎えすることができました。 

清水ガバナー補佐、瀬田ガバナー補 

佐幹事をはじめといたしまして、大 

宮北東ロータリークラブより長谷川 

会長、真中幹事、浦和中ロータリー 

クラブより横田会長エレクト、大宮南ロータリークラブ

より杉村様、堀田様にお越しいただきました。大変うれ

しく思い、また感謝いたします。本当にありがとうござ

います。 

本日は第一回目の例会ということで、この後に私の所信

といいますか一年間のクラブに対する考え方を述べさせ

ていただきます。説明することが上手ではないので皆様

にご理解いただけるのか不安ではありますが、いらして

頂きました皆様の高いご見識と深い友愛の情に甘えさせ

ていただきまして頑張らせていただきます。よろしくお

願いいたします。 

 

 

 

 
１、 第 2770地区よりロータリー・ 

リーダーシップ研究会パート 

１の案内が来ています。 

日時 8月 27日（土）9：00 

受付 場所 越谷コミュニテ 

ィセンターとなっています。 

7月１０日が受付締め切りと 

なっています。 

２、2015-2016年度 第４グループ IM報告書が届いてい 

ます。 

３、第 2770地区 青少年交換委員会より青少年交換のお 

願いが推薦状と共に届いています。 

４、ロータリーの友地区代表委員・最終報告が届いてい 

ます。 

５、RI日本事務局財団室 NEWS「２０１６年７月号」が届 

いています。 

６、RI日本事務局財団室より 2016-2017年度の寄付・認

証に関してのロータリークラブの手引きがきていま

す。 

７、大宮北 RC様より 7・8・9月の例会スケジュールが届 

いています。 

８、岩槻東 RC様より７月の例会スケジュールが届いてい 

ます。 

９、７月のロータリーレートは１ドル＝102円となって 

います。             以上 9点です。 

 

 

会長の時間       第 54代会長 小田光司 お客様紹介 
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小田年度初例会お客様と共に 
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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 

るように努力していきたいと思います。今年度地区運営方

針「楽しいロータリークラブを繰りあげよう」を実行して

良い奉仕活動と楽しい親睦活動を基軸にして一年間活動

していきたいと思います。 

今後とも、とても親しみのある岩槻ロータリークラブ様に

ご指導ご鞭撻を頂きながら成長していければ幸いかと存

じております。 

どうぞ一年間宜しくお願い申し上げます。ありがとうござ

いました。 

 

 

 

奉仕委員会        委員長 増岡昌行 
岩槻まつりにおいて、本年も岩槻高校インターアクトクラ

ブの生徒とともにチャリティーバザーを開催致します。つ

きましてはバザーの協賛品の御協力を何卒よろしくお願

い致します。 

 

 

 

 

私が岩槻ロータリークラブに今年求めるものは、研修

（勉強）によるベースアップです。 

クラブに入会してまだ日の浅い会員が増えてきています

し、自分もロータリーに対する理解を深めたいと思ったか

らです。 

理解が深まれば、もっとこんなことが出来るのではないか

との興味も湧いてきます。また逆にこうしたいのだけれ

ど、どうしたら良いのかと思ったときに正しく学んだこと

が役に立つからです。興味を持って行いたいものへの道筋

は一つではありません。創造力を膨らませて奉仕や支援の

方法を考え、それらを達成させるための様々なやり方を考

え出して提起して欲しいのです。 

そんな風になるためには、ロータリーの目的を覚えましょ

う。４つのテストを覚えましょう。また歌を覚えましょう。

難しいことをする必要はありません。例会の時に大きな声

を出せばよいだけです。 

理解を深めれば今まで分からなかった新しいロータリー

クラブが見つかるかも知れません。 

そして今より少しでも魅力を感じるクラブに、新しい仲間

を引き込みたくなるクラブになっていってくれたらと思

います。 

会員個々の意識の高い活動を心がけ、地域のニーズにあ

った奉仕・支援の在り方を良く考え実践して行く。 

その先に岩槻ロータリークラブならではの価値のある活

動を形に出来たらと思います。数あるロータリークラブの

中でも独創的で効果的でやった感のあるクラブを目指し

頑張って活動していけば、ロータリークラブに興味を持っ

ていただける人も現れるかも知れませんし、名指しで岩槻

ロータリークラブに入りたいという人も出てくる可能性

があります。 

好奇心と向上心を持って質の高い活動を心がけ、ロータリ

ークラブの会員であることを楽しみながら奉仕・支援もこ

の通り行い社会に少しでも貢献しているという充実した

思いを抱きながら活動できるクラブを一緒に作って行こ

うではありませんか。 

来年度には岩槻ロータリークラブは55周年を迎えます。

来年の今頃にはクラブの一人一人が強力なロータリアン

となって小林エレクトを中心に力強い議論が交わせるク

ラブになっていることを願って一年間、田中幹事をはじめ

としてクラブの皆様と頑張って参る所存です。 

 

 

委員会報告        

どうかお力をお貸しいただきクラブ運営にご協力いただき

たく存じます。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

このたび、2016～17年度のクラブ幹事を小田会長より仰せ

つかりました田中芳明です。この大役を受けるにあたり私

自身の経験や知識などを考え、始めは躊躇をして非常に迷

いましたが、会長の熱意と会員の皆様よりご協力のお話し

をいただき、１年間させて頂くことを決意いたしました。 

この一年間は会長の補佐をし、私自身もそれに向かって

勉強、努力、成長させていただければと考え 

ております。 

会長と会員皆様と意見交換しながら、クラブが効果的に機

能するよう、パイプ役として常に「目配り」「気配り」「心

配り」を心掛け、私たちの岩槻ロータリークラブを更に発

展させるために会員皆様と共に頑張って参る所存です。何

卒、ご指導、ご協力よろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016～‘17 会長所信       小田光司 

2016～‘17 幹事所感       田中芳明 

スマイル報告 
本日のスマイル合計 49,000 円 

年間累計額 49,000 円 

 
出席報告 

会員数 出席数 免除者 ＭＵ 出席率 

21 17 0 0 80.95％ 

 

スマイルＢＯＸより        

ビジター 
第４Ｇガバナー補佐清水伸洋様（大宮東） 

初例会おめでとうございます。小田会長、田中幹事、ご就

任誠におめでとうございます。輝かしい年度に成りますよ

うにご祈念申し上げます。 

第４Ｇガバナー補佐幹事瀬田雄一様（大宮東） 

小田会長、田中幹事、初例会おめでとうございます。一年

間よろしくお願いします。 

大宮北東ＲＣ会長 長谷川秀明様 

小田会長、田中幹事、ご就任おめでとうございます。会員

の皆様、初例会おめでとうございます。一年間宜しくお願

い致します。 

大宮北東ＲＣ幹事 真中潤治様 

小田会長、田中幹事、初例会おめでとう御座います。 

大宮南ＲＣ副会長 杉村俊明様 

小田会長、田中幹事、初例会おめでとうございます。パス

トガバナー補佐にはいつもいじめられております。笑 

大宮南ＲＣ増強委員長 堀田敏弘様 

小田会長、田中幹事、岩槻ＲＣの皆様、初例会おめでとう

ございます。 

浦和中ＲＣ会長エレクト横田松博様 

某団体で大変お世話になった小田会長、田中幹事を応援す

る為やって来ました。一年間頑張って下さい!! 

メンバー（50 音順） 
遠藤隆雄   小田光司   菊地 廣   小林利郎 

小宮勝男   塩田淳司   鈴木 隆   鈴木真樹 

田中芳明   出山知宏   津多一幸   中村 正 

根岸節子   原田晃博   増岡昌行   松永兼治 

三浦宣之 

 

🌼 たくさんのご芳志ありがとうございました 🌼 


