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小田光司年度
第６回 通算２５７７例会
平成２８年８月１８日


会長の時間
第 54 代会長 小田光司
お客様紹介

本日はガバナー公式訪問例会です。

浅水尚伸ガバナー、清水伸洋ガバナー補
佐、大濱裕広地区副幹事にお越し頂いて

います。お忙しいところ大変ありがとう

ございます。

普段の例会と違って妙な緊張感がありま
すが、折角の機会ですので、この緊張感

を楽しんでいつも以上に楽しい例会になる事を望みます。

浅水ガバナーのお話しを良く聞いて、今年度のお考えと

ロータリーの方向性を深く理解していただけたらと思いま
す。

また本日は 5 名の新会員の入会式もございます。公式訪

問例会の日に執り行えることが本当に素晴らしいことで、
新会員にとってとても思い出深い入会式となることを心か

ら慶んでいる次第です。

難しいことかも知れませんが、普段通りに行って、今日の
長い一日を楽しく乗り切りましょう。
幹事報告

あさみず

よし のぶ

浅水 尚伸 様
（越谷南ＲＣ）

第４グループ
ガバナー補佐

清水 伸洋 様
（大宮東ＲＣ）

第 2770 地区
地区副幹事

大濱 裕広 様
（越谷北ＲＣ）

幹事 田中芳明

1、 地区より地区補助金承認の案内が
届いています。
2、 地区より 2016-17 年度 地区ロー
タリー財団グローバル補助金セミ
ナーのご案内が届いています。
3、 地区よりペットボトルキャップ回
収依頼書と共に禁忌品のご案内が
届いています。
4、 公益財団法人ロータリー米山記念奨学会よりハイラ
イトよねやま１９７号が届いています。
5、 大宮北東 RC 様より 1117 回より 1120 回の週報が届い
ています。
6、 岩槻まきば園様より「ハワイアンまつり」の御礼がと
どいています。
7、 重陽の節句実行委員会様よりご協力・実行資金の寄付
のお願いが届いています。
8、 さいたまトリエンナーレ実行委員会よりご協賛のお
願いが届いています。
以上、８点です。

◆ 次回の例会 ◆

第 2770 地区
ガバナー

入会式
本日、5 名の新会員の入会式を
執り行い、一人ずつ、浅水ガバナ
ーよりロータリーバッジを付けて
頂きました。これで岩槻ロータリ
ークラブのメンバーは 26 名となり
ました。
今井一隆会員、申上姫会員、関根信行会員、田畑寛樹会員、
藤澤洋介会員、ご入会を心より歓迎致します㊗

平成２８年８月２１日 （日） 岩槻まつり バザー10：00 ｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞ 15：00 例会 16：00

公式訪問卓話

ガバナー 浅水尚伸 様

2016 年 1 月 17 日から 24 日まで、
私は、米国サンディエゴにて、国際
協議会に参加して参りました。
そこには、ガバナーとして参考とな
る様々なテーマについてのスピーチ
が用意されていました。
また、ロータリーにより人生を変
えてもらえたと話す何人かの感動的な体験談があり、あらた
めて、ロータリーが如何に有意義な活動を世界中で行ってい
るかを知ることができました。
国際協議会 2 日目に、ジョン・ジャーム会長から発表され
た 2016～17 年度 RI テーマは、
「人類に奉仕するロータリー」
でした。
このシンプルで壮大なテーマで、皆様は何を感じるでしょう
か。ポリオ撲滅活動のように、ロータリーは、既に、世界中
で大掛かりな奉仕活動を実践しており、この現状を述べただ
けのものでしょうか。そうではないはずです。私たちは、さ
らに、前進を続けなければならい。さらなる人類の幸福のた
めに、平和な世界を築くために、価値観を共有できる仲間を
増やし、クラブをより活気あるものにし、明日に向かってさ
らに発展していかなければならないということを意味する
ものです。
また、このテーマは、世界中の仲間が人々を救う活動して
いることに、私たちロータリアンは、誇りを持つべきである
とも語っています。
今年は、ロータリー財団 100 周年の年であり、また、長年
の悲願であったポリオ撲滅がいよいよ視野に入った年でも
あります。
この絶好の機会に、会員増強に努め、社会にロータリーの真
の姿を理解してもらい、皆様のクラブを少しでも楽しく活気
あるものにしていきましょう。
今年度、地区内のすべてのクラブの皆様がロータリーを心
から楽しめることを心から願っております。
◆2016～2017 年度浅水尚伸ガバナー

増強・親睦委員会 委員長

田口雅弘

ガバナー講評
・親睦と増強を一つにまとめた評価。
・新会員がロータリーに対して抱く想いについて。
・新会員のカウンセラー制度。
・家族・会員以外の人を誘った親睦活動。

職業分類・選考委員会 委員長

菊地 廣

ガバナー講評
・ロータリーの職業分類表について。
・価値観の共有。

奉仕委員会 委員長 増岡昌行
ガバナー講評
・奉仕はタイミングを逃さずに対応。
・ロータリークラブとしての災害支援。
・国際交流について。
・クラブの継続事業、新規事業について。
・岩槻高校インターアクトクラブ

支援・広報・学友委員会 委員長

鈴木

隆

ガバナー講評
・米山梅吉記念館での合同例会。
・さいたま新都心ＲＣが制作した、講談「米山梅吉翁一代
記」のＤＶＤ紹介。
・新設した学友部門について。

プロフィール◆

【経歴】
東京大学法学部卒業
1990 年(平成 2 年) 浅水法律事務所設立
2007 年(平成 19 年) 埼玉弁護士会副会長
2008 年(平成 20 年) 弁護士法人アームズ法律事務所設立
松伏町公平委員会委員・越谷市法人会執行役員
【ロータリー歴】
1999 年（平成 11 年）5 月 6 日 越谷南 RC 入会
2011～2012 クラブ会長
2014～2015 第 8 グループガバナー補佐

スマイルＢＯＸより
メンバー（50 音順）
今井一隆
小田光司
菊地 廣
小林利郎
小宮勝男
申 上姫
鈴木 隆
鈴木真樹
関根信行
田口雅弘
田中芳明
田畑寛樹
津多一幸
出山知宏
中村 正
原田晃博
藤澤洋介
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 🌼

クラブ協議会
スマイル報告

会場委員会

委員長 津多一幸

ガバナー講評
・例会の服装について。
・他クラブへのメーキャップ推進。
・クラブ管理運営の重要性。

発 行

支援・広報・学友委員会

本日のスマイル合計
年間累計額

23,000 円
170,000 円

出席報告
会員数
26

委員長 鈴木 隆

出席数
20

免除者
1

副委員長 根岸節子

ＭＵ
0

出席率
80.77％

委員 志水一雄

