














































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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４回  通算２５７５例会                 平成２８年７月２８日 

本日は岩槻高等学校インターアクト 

クラブ、副顧問パプサデーロ美知先生、 

会長の稲生君、ようこそおいでください 

ました。インターアクトクラブとより円 

滑な良い関係を作って行きたいと考えて 

おりますが、学校行事もなかなか忙しい 

みたいで、いま一歩踏み込めずにいます。 

今後お互いに知恵を絞って何らかのより良いものを創り

出せたらと思います。 

また、本日のメインは会員増強のフォーラムとなってお

ります。奉仕の理念をこの地域に広めていくためにも、ク

ラブのさらなる発展を図るためにもとても重要な課題で

す。 

1人でも多くの方に、岩槻ロータリークラブで地域貢献を

していただきたいと願っておるのですが、実現させるため

には皆様の協力が不可欠であります。このフォーラムを他

人事のように思わず、会員増強は自分自身の使命と捉えて

この例会に臨んでください。 

本日もよろしくお願いいたします。 

 

お客様紹介 

オブザーバー 

（入会候補者） 

藤澤 洋介 様 
 

株式会社 藤匠塗建 代表 

1、 国際ロータリー日本事務局 クラブ 

・地区支援室よりお盆休みと台風等 

による例会の取り消し規定の 2016 

年度規定審議会において可決された 

制定案補足資料が届いています。 

2、 地区よりロータリー財団設立 100 周 

年記念 「学友のつどい」のご案内 

が届いています。時間：平成 28 年 9 月 10 日 17：30

受付 場所：浦和ワシントンホテル 3F 

3、 大宮東 RC 様より第 20 回東大宮サマーフェスティバ

ルのご案内が届いています。 

時間：前夜祭 8 月 5 日 16：00-19：00、移動例会 8 月

6 日 16：00-21：00（点鐘 18：00） 

場所：東大宮中央公園グランド内、大宮東 RC ブース 

4、 大宮東 RC 様より 8 月の例会予定表が届いています。 

5、 大宮北東RC様より8月の例会予定表が届いています。 

6、 8 月のロータリーレートは＄1＝￥102 となっていま

す。           以上 6 点となっています。 

 

幹事報告             幹事 田中芳明 

会長の時間     第 54代会長 小田光司 

◆ 次回の例会 ◆     平成２８年８月４日 （木） クラブ協議会     点鐘 12：30   会場 ふな又 

委員会報告        

岩槻高校インターアクト 

クラブに対し、2016～ 

2017 年度の活動助成金 

として 8 万円をクラブ 

から授与しました。 

7/31 の IAC 年次大会、8 

/21 の岩槻まつりバザー 

と活動が続きますが宜し 

くお願いします。 

 

 

 

 
 

 

 

 

奉仕委員会 委員長 増岡昌行 

・8月 21日に開催される岩槻まつりの 

インターアクトバザーについて、お 

一人につき 3つ以上の協賛品の御協 

力をお願い致します。 

まつり前日の８月２０日（土）までに 

例会場もしくはクラブ事務所迄お持ちください。早速本

日協賛品を持ってきてくださった方もおられます。御協

力ありがとうございます。バザーではかき氷や綿あめの

模擬店も開催しますのでぜひお越しください。 

・春日部女子高校の生徒から青少年交換留学の申し込みが 

ありましたのでご報告致します。 

オブザーバー 

（入会候補者） 

関根 信行 様 
 

有限会社 愛翔 代表取締役 

岩槻高校インターアクトクラブ        

左から会長（3年）稲生一仁君

副顧問パプサデーロ美知先生 

 



 

 

 

 

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 

 

支援・広報・学友部門  

委員長 鈴木 隆 
活動方針 

小田年度で大きく組織変更がなされ、 

三つの部門が統合① 支援(R財団・米 

山記念奨学)②広報③学友が一つの部 

門と成り、担当させていただく事にな 

りました。小田会長の指針に基づき、部門を纏めて参りた

いと思いますので、皆様方のご理解ご協力をお願い申し上

げます。 

支援・広報・学友委員会 

活動方針 

特に力を注ぎたいのは、ロータリー財団・米山記念奨学の

趣旨を今一度深いご理解を頂き、下記に掲げる寄付目標達

成に向かって委員会の総力を結集して参りたいと思いま

す。また、学友におきましては、地区で新設された新たな

部門でありますので、地区部門の方針を伺いながらクラブ

として方向性を模索して参りたいと思います。皆様方のご

理解ご協力をお願い申し上げます。 

   

 

小田年度活動方針 

スマイル報告 
本日のスマイル合計 19,000 円 

年間累計額 126,000 円 

 
出席報告 

会員数 出席数 免除者 ＭＵ 出席率 

21 15 0 2 80.95％ 

 

スマイルＢＯＸより        

ビジター 

オブザーバー（入会候補者） 藤澤洋介 様 

先週に引き続き、本日もよろしくお願い致します。 

メンバー（50 音順） 

遠藤隆雄   小田光司   菊地 廣   小宮勝男 

鈴木 隆   鈴木真樹   田口雅弘   田中芳明 

津多一幸   出山知宏   中村 正   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 🌼 

増強・親睦部門  

委員長 田口雅弘 
新たな会員候補の発掘及び、現会員の 

退会を防ぐ役目を持つ重要な部門です。 

クラブの現状を認識し、会員同士が良 

い信頼関係を持ち、お互いに尊敬しあ 

える関係を築き上げることが大事です。増強・親睦共に個

人で行うことは出来ません。各委員会と連携を密にとる事

により、より多くの会員候補の発掘、クラブ事業での会員

間の親睦を図りたいと思います。 

活動方針 

会員増強と親睦が合併した新しい委員 

会のもと、会の基本である会員の純増 

に向け会員全員と情報を共有しながら 

新会員候補の発掘、退会者を防ぐように活動してまいりま

す。また、会長の目標とされる会員の心が結合した状態で

ある親睦に向け、現会員は今まで以上に、新会員は少しで

も早く心が結合していただける様に活動して参ります。 

活動計画 

[会員増強] 

・クラブ会員増強目標３名、退会者０名 

・広く会員候補者がいないかアンテナを張る 

・会員から新たな会員候補者の情報をいただけるよう常に 

声掛けを心がける 

・会員候補者に積極的に例会、懇親会に参加していただけ 

るよう頑張る 

・新会員にカウンセラーをつける 

・新会員の歓迎会や研修会を開催する 

[会員親睦] 

・会員のお祝い事の企画 

・クラブの親睦（会員の家族含）が図れる企画、運営。 

 

 

「支援」 

・ロータリー財団 

    寄付目標額  一人あたり     年次寄付 200ドル 

                               ポリオプラス 50ドル 

    1 クラブあたり 初めてのベネファクター 1 名 

・米山記念奨学 

    寄付目標額   一人あたり    ¥25,000 

「広報」 

     ・充実した会報の作成・整理・保存 

     ・ホームページの更新・SNSの活用 

     ・クラブ内の研修及び地区各セミナーへの参加推進 

「学友」 

     ・クラブ内、学友名簿の構築及び地区学友会設立への 

サポート(財団奨学学友・GSE VTT学友・青少年交換 

学友・米山記念奨学学友) 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区部門セミナー報告 

ロータリー財団部門セミナー 

（7/16 春日部市民会館） 

 

 

 

 

 

 

 

米山記念奨学部門・学友部門セミナー 

（7/17 ラフレさいたま） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


