














































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① ８月のロータリーレートは７月に引き続き 

1ドル 111円です。 

② 公益社団法人さいたま観光国際協会より、 

平成 29年度第１回定時総会資料が届いて 

おります。 

③ 地区よりグローバル補助金審査依頼書様 

式変更のご案内が来ております。 

④ 地区より第 30 回インターアクト年次大会の開催につい

て、ご案内が来ております。 

⑤ 2770 地区大貫ガバナーより、日韓親善会議のお知らせ

が、再募集というかたちで届いております。 

ご案内の発信者名は、連名で当クラブより地区へ国際交

流委員長として出向いただいている原田会員の名前も

入っております。 

私も含めてですが、今一度スケジュール等確認の上、参

加をご検討いただければと思います。 

⑥ 昨日大宮東ロータリークラブ様へ、小林会長と表敬訪問

へ伺った際、8 月 4 日・5 日で開催される第 21 回東大宮

サマーフェスティバルのご案内をいただきました。 

 

・7 月 24 日に開催した当クラブの理事会の議事録を作成し

ましたのでご覧下さい。 

 

2017-18 INTERNATIONAL ROTARY DISTRICT2770 

ROTARY CLUB OF IWATSUKI  

since 1963 

Weekly Report 
クラブ・テーマ「これまでに感謝 これからを創造」Ｓｈａｒｅ ｖｉｓｉｏｎ

 

会 長 小林利郎    例会場 : 割烹「ふな又」 例会日：木曜日 点鐘 12:30～13:30 

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

       http://www.iwatsuki-rotaryclub.jp  E-mail:info@iwatsuki-rotaryclub.jp 

 
小林利郎年度  第４回  通算２６１８例会                 平成２９年７月２７日 

 本日、大宮北RC 嶋村会長・高橋幹事におか 

れましては、当クラブ例会に御出ましを頂きま 

して有難うございます。心より歓迎申し上げま 

す。また、岩槻高等学校IAC顧問のパプサデー 

ロ先生、いらっしゃいませ。 

皆様はご存知かと思いますが、帝国ホテルの 

数式に100-1＝0と言う数式があります。99ではなく0です。

いくら１００の素晴らしい感動やおもてなしの心を届けて

も、一つだけのミスや失礼がすべてを失ってしまうと言う意

味ですね。そして今年度が始まって数回の例会で私が気付か

せて戴いた数式それは、0＋1＝100です。一人の方の行いが

100の感動を与えると言う事です。皆様お気付きだと思いま

すが高橋真理衣さんが、毎例会早くに会場に来て会場出席委

員会のお手伝いをされています。当たり前かもしれませんが

例会は私たち自身会員皆で作り上げるもので、一回一回の例

会に、ロータリーに於いてもプライベートに於いても社業の

取り組みに於いても、自分はこれから何をするべきか？その

ヒントが必ず隠されているはずです。例会で、会員相互の徳

に気付いて、強いては会員以外の人達にもこの徳が拡がって

いくこと、これが私の所信表明でお話しさせていただいた

「木」「林」「森」の関係に繫がって行くのだと思います。高

橋さん、いつも有難うございます。 

 さて、本日の例会は先週発表出来なかった会報・週報委

員会の計画発表と、増強委員会のクラブフォーラムとなって

おります。PETSにて純増目標5名を宣言してまいりましたが、

運営方針の制定段階で純増 5名の挑戦に変えさせて戴きまし

た。何故ならば挑戦する事に意義があり結果は後から付いて

くるものだと感じたからです。入会を促すには、ロータリー

をとクラブの良さを理解している必要もあると思います。そ

の過程が大事なのですね！ 

○挨○拶○文 の○行○間  

ひとはみんな役に立ちたいという心があるから 

支えあうという行為が生まれるんだね 

支えるひとがいて支えられるひとがいて だから支えあう 

それがひとである価値だと思うよ 

それは地位や名誉や財産や職業は関係なくって 

だから知識や能力だけでひとの価値を評価することは過ち

を招くよ 

自分を中心とするから苦しみ悩むこともあるんだね 

自分が救われるために支えてくれたひとから知ったこと 

あるいはひとを支えて知ったことが知識でわかったことが

能力でその知識や能力を生かす心と行いこそが大切なので

すね…toshi 

 

会長挨拶       第 55代会長 小林利郎 幹事報告             幹事 出山知宏 

 

 

― Ｔhe 55th anniversary ― 

 

◆ 次回の例会 ◆ 平成２９年８月１０日（木）  各部門セミナー報告        点鐘 1２：30 会場 ふな又 

 

委員会報告        

プログラム委員会委員長 田口 雅弘 
・本日、ＦＡＸとメールでお送りしました８月の 

例会プログラムですが、「会場出席委員長」の 

氏名が誤っておりましたのでお詫び致します。 

正しくは鈴木真樹委員長です。 

・８月の第３例会は 8/24から 8/20の岩槻まつり 

に変更となりますので、宜しくお願い申し上げます。 

 

 

大宮北ＲＣ 

会長 

嶋村俊幸様 

大宮北ＲＣ 

幹事 

高橋 敬様 

本日のお客様      

県立岩槻高校 

ｲﾝﾀｰｱｸﾄｸﾗﾌﾞ顧問 

パプサデーロ美知様 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スマイルＢＯＸより        

ビジター 

大宮北ＲＣ会長 嶋村俊幸様 

お世話になります。 
大宮北ＲＣ幹事 高橋敬様 

お世話になります。本日は宜しくお願い致します。 

 

メンバー（50音順） 

小田光司  菊地 隆  小林利郎  小林佑次 

鈴木 隆  鈴木真樹  関根信行  高橋真理以  

田口雅弘  田中芳明  田畑寛樹  出山知宏 

中村 正  原田晃博  増岡昌行  三浦宣之 

 🌼 たくさんのご芳志ありがとうございました 🌼 

スマイル報告 
本日のスマイル合計 22,000 円 

年間累計額 219,000 円 

 

発 行   会報・広報委員会   委員長 田畑寛樹  副委員長 増岡昌行  委員 三浦宣之 高橋真理以 

青少年奉仕委員会委員長 小田光司 
 岩槻高校インターアクトクラブに対し、今年度 

も活動助成金 8万円をクラブよりお渡し致します。 

（小林会長より顧問パプサデーロ先生へ授与） 

また、今年度の岩槻まつりはバザーを開催しま 

せん。インターアクターの生徒達にはポリオの募 

金活動とまつりのオープニングセレモニーにロータリアンと共

に参加してもらう予定です。毎年バザーの品物を３品程度ずつ 

お願いしていましたが、今年は品物の代わ 

りに会員 1人あたり 2,000円～3,000円程 

度のご寄付を頂き、岩高インターアクトク 

ラブの活動資金に充当したいと思いますの 

でご協力を宜しくお願い申しあげます。 

 
 

 

 

・岩槻 RCの歴史、活動内容を説明する必要がある。 

どのような職業の会員がいるのかなども。自営業の方が

興味のあるものを提供する。 

・岩槻祭りなど事業、飲み会などにオブザーバーとして誘 

い、ざっくばらんな話ができるようにすればよい。 

・かつては、入会したくても入れなかった。年代の変化、 

ベテランと若い世代の距離がある場合も（会話内容な 

ど） 

・銀行支店長を入れて複数チームを組み、会員増強を行っ 

た。目的などを念頭に入れながら友人などを誘うのもよ 

い。 

 

 

出席報告 
会員数 出席数 免除者 ＭＵ 出席率 

23 15  4 82.61％ 

 

クラブフォーラム 会員増強委員会      

各部門委員会活動方針発表        

会員増強委員会委員長 田中 芳明 
会員増強はクラブにとって非常に重要な課題で 

す。本年度の目標である純増目標 5名以上への挑 

戦を行う為に、岩槻ロータリークラブ全会員に対 

して会員増強への意識の向上・推進を行いたいと 

考えております。 

その一環として、本日のクラブフォーラムでは次の 2点につい

て広く会員皆様のご意見を伺いたいと思いますので、宜しくお

願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

・かつてはチーム制で競争して会員増強していた。事業所数が 

岩槻は少ない。岩槻には RCが２つ、ライオンズもある。 

・時の会長と増強委員長が熱心に勧誘をすることが必要。委員 

長が会員をリードしてほしい。会員が一人 1名を目標に勧誘 

すれば倍。会の課題は増強なので、増強に注力が必要。 

・RCを知らない人が多い。活動内容、目的が知られていない。 

蓮田の鯨岡さん曰く：増強に力を入れて皆で一丸となった。

「１．知力、２．労力、３．財力」の 3つが必要とのこと。 

 

 

会報・広報委員会委員長 田畑寛樹 
今年度から地区では「広報委員会」から「公共 

イメージ向上委員会」と名称の変更があり、ロー 

タリーの周知イメージの向上が求められておりま 

す。家族や職場、地域社会等身近な方々へロータ 

リーについて話す事も大切な広報活動の第一歩で、 

我々の活動を知ってもらうには様々な手段と方法があります。

効果的な広報活動をすることにより地域社会の中で信頼できる

団体としてロータリーの存在感が高まります。我々は会長・幹

事をはじめとする会員と心の向きを合わせ、クラブの奉仕活動

等地域社会での「認識」と「公共イメージの向上」のために全

力で邁進敢行して参ります。 

 

昨今、ＲＣでは会員の減少が危惧されており、なかなか新入

会員が入会されません。理由はなぜだと考えられるでしょう

か？ 

 

ＲＣ入会希望者に岩槻 RC を説明するにあたり、どのような 

点を重点的に説明すれば、より一層岩槻 RCに興味を持って 

いただけると思いますか？ 

 

 

 

去る 7 月 11 日（火）、国際ロータリー第 277 地区内 

第１～第４グループ合同で上田清司埼玉県知事への 

表敬訪問が開催されました。 

埼玉県知事表敬訪問        


