














































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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３９回  通算２６５３例会                平成３０年５月１０日 

― Ｔhe 55th anniversary ― 

 

◆次回の例会◆ 平成３０年５月１７日（木）   ＲＹＬＡ研修報告         点鐘：１２：３０ 会場：ふな又 

 

会長挨拶       第 55代会長 小林利郎 

皆様こんにちは。第４グループ清水ガバナー補 

佐、蓮田ロータリークラブ様からは土橋パスト分 

区代理・栗原幹事・田原会長エレクト、本日は当 

クラブ例会に御出座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、過日 4月 

21日の当クラブ創立 55周年記念式典にもご来駕 

賜り、お陰様で盛大に開催できました事、重ねて御礼申し上げ

ます。 土橋パスト分区代理におかれましては、御年 88歳とい

う事で 1月 10日に、田中会長よりご案内を頂きまして、菊地廣

会員・塩田淳司会員と共に米寿のお祝い例会にお邪魔をしてま

いりました時の卓話では、戦時中、土橋様の幼少期のお話には

大変貴重なお話として拝聴させて戴き、これからも多方面にお

いてそのお話を広めて行って頂きたいと思います。そして、そ

の若々しさで私たちにもロータリアンとしてとても励みになっ

ております。また蓮田 RCの皆様には常に親子の関係で口々に敬

って頂いておりますが、それは今の私たちの行いだけではなく、

先人会員方々の行いの恩恵と認識し身の引き締まる思いでいる

と同時に蓮田ロータリークラブの皆様には今後とも善き有意義

な関係をお願い申し上げます。 

 先日の式典に於いて、入会し大貫ガバナーにバッジを着けて

頂いた内藤明会員がここ定例会場に初めて出席してくれていま

す。青年会議所での、専務理事及び理事長を歴任された経験を

活かして、ロータリー活動においても尽力を発揮されます事ご

期待申し上げます。 

 過日 5月１日に出山幹事・中村 PP・鈴木真樹委員長・増岡副

委員長と５名で台湾・桃園経国 RCの創立１７周年記念式典に伺

ってまいりました。変わらずの手厚いおもてなしを受け、また

本日も第一例会という事で斉唱した国歌ですが、異国で斉唱さ

せていただく中で日本人としての誇りと同時にロータリアンで

いられる感謝の気持ちを再認識させて戴きました。 本日の例

会も、先週の例会に続き地区協議会の報告となっております。

本日もよろしくお願い致します。 

 

○挨○拶○文 の○行○間  

仲良くするって 

自分よりもひとのことを大切に想うこと 

だからなにより信頼しあうことが大切 

話の流れでテキトーに交わした約束でも 

冗談なのか本気なのかよくわからない約束でも 

自分でも忘れてしまいそうな約束でも 

そういう小さな約束を覚えていてくれると 

ひとは大切にされていると実感できる  ⤴ 

① ＲＩ日本事務局より、財団室ニュースが 

届いております。 

  ※5月のＲＩレートは、1＄108円 

② 地区より 2018ジャパンＲＹＬＡセミナー 

のご案内が届いております。 

③ 岩槻東ＲＣ様・大宮東ＲＣ様・大宮北東Ｒ 

Ｃ様より 5 月の例会案内が届いております。また大宮

北東ＲＣ様からは、あわせて週報も届いております。 

④ 昨日理事会が開催されました。 

  全ての議案が可決となりましたので、議事録にてご報告

いたします。 

 

幹事報告             幹事 出山知宏 

 

本日お客様 

蓮田ＲＣ 

会長エレクト 

田原春夫 様 

蓮田ＲＣ幹事 

栗原 均 様 

 
 

10日 関根信行 会員 

21日 津多一幸 会員 

27日 田中芳明 会員 
 

 

誕生祝い                      ４月    

 

蓮田ＲＣ 

パスト分区代理 

土橋藤男 様 

第４Ｇ 

ガバナー補佐 

清水恒信 様 

その一つ一つが忘れられない想い出にもなる 

ひとを大切にするって 

・・・そういうこと？ …toshi 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

出席報告 
会員数 出席数 免除者 ＭＵ 出席率 

26 13  3 61.54％ 

 

スマイル報告 
本日のスマイル合計 29,000 円 

年間累計額 1,179,000 円 

 

ビジター 

第４Ｇガバナー補佐 清水恒信 様 

 表敬訪問に参りました。 

蓮田ＲＣ パスト分区代理 土橋藤男 様 

 過日は米寿記念にお祝いの花束を頂きありがとうござ 

いました。 

蓮田ＲＣ幹事 栗原 均 様 

 先日はお世話になりました。有難うございました。 

蓮田ＲＣ会長エレクト 田原春夫 様 

 本日は宜しくお願い致します。 

メンバー（50音順） 

菊地 廣  小林利郎  鈴木 隆  鈴木真樹 

関根信行  田口雅弘  田畑寛樹  津多一幸 

出山知宏  内藤 明  中村 正  原田晃博 

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ＢＯＸより        

地区研修･協議会報告              

社会奉仕部会 小林 篤（代） 
地区活動計画 

・Ｒ財団地区補助金活用事業の促進 

・公益財団法人 埼玉県腎アイバンク協会への人 

道支援の促進 

・ＰＥＴボトルキャップ回収事業の促進 

・継続事業のリニューアル促進 

・災害発生時の支援活動の促進 

・地域防災対策事業の促進 

・ロータリーショーケースの活用促進 

 
ロータリー財団 遠藤隆雄（代） 
次年度は地区補助金特別枠として総額 5万ドルを 

設定し、１プロジェクトあたり 2,000～10,000ド 

ルの資金枠を設定します。また 6つの重点分野に 

摘要する持続可能でかつ測定可能なプロジェクト 

に認可されるグローバル補助金は 3 万ドル以上の大型プロジ

ェクトです。このようなプロジェクトの資金はロータリアン

の皆様からの寄付によって支えられています。年次寄付・恒

久基金、そしてポリオプラス寄付を次年度もよろしくお願い

致します。 

 

 

会員増強部会 田中芳明（代） 

１.担当諮問委員貴重スピーチ 井橋吉一（越谷） 

地域から評価されるロータリークラブとしては、 

まずは元気なクラブづくりです。地域を反映し 

た多様な会員がいるでしょうか、会員増強目標 

を達成できているでしょうか、入会見込者にとって魅力的なク

ラブでしょうかなどを確認する為に会員アンケート等で調べて

みる必要があります。次に新しい会員を探すには、入会理由の

多くが『親睦・友情・地域社会への奉仕』この様な機会を探し

ている人が大勢いるはずです。ロータリーの奉仕活動や親睦イ

ベントに招き体験してもらいましょう。ロータリークラブに新

しい会員を受け入れるには、元気で魅力あるクラブづくりに取

り組みましょう。 

２.会員増強維持部門委員長運営方針  梶間順子（浦和中） 

ロータリーは人生の道場であり多くの素晴らしい出逢いの場で

もあります。皆様は今まで様々なロータリー活動を通して大切

なものを得たのではないでしょうか。その大切なものをぜひ新

しい一人に伝えて欲しいと思います。「会員一人が一人を」を

目標にロータリーの魅力や現状をアピールしその輪を広げて行

きたいと考えています。次年度会員増強維持部門委員会は、「増

強担当委員会」と「維持担当委員会」の二つになります。また、

クラブの規模に準じた良い点や抱える問題点等、真摯に具体的

な対処を検討致します。 

部門取り組み 

イ. 入会全ての新会員に記念品（ガバナーから）贈呈 

ロ. 紹介者にも感謝の気持ちを表す企画 

ハ. 入会３年未満の会員を対象とした新会員の集い 

ニ. 女性限定の女子会開催 

クラブに新しいアイデアと活力をもたらしてくれる増強は奉仕

の第 1歩です。また、増強は会長のやる気です！のフレーズに

維持は会長の努力です！ 

３. 会員増強維持委員長      熊木雄太郎 （戸田） 

中川ガバナーはクラブの未来のために新会員を迎い入れ、クラ

ブが活性化するよう求めております。そのために入会候補者情

報を担当者（増強委員長）が管理し会員の多様化、女性会員の

増強、４０歳未満の会員の増強に力を注いでいただきたい。『会

員増強、退会防止の熱意や誠意は必ず相手に届きます！』自分

のクラブの未来の為に一緒に頑張りましょう。 

 

幹事部会 津多一幸 
①あなたのクラブで幹事は主にどの様な役割を 

担っていますか②会長とどのように協力します 

か③会計とどのように協力しますか④幹事とし 

てクラブの各委員会をどのように支援できます 

か⑤管理運営に関する役割の中で、もっと効率 

化できるものはありますか⑥次年度のあなたの目標を１つ

挙げてください。その目標はクラブの戦略計画をどのように

支えるものですか 

この 6つの項目について、現在自分なりによく考え実行出

来るよう努力して参りたいと思いますので、皆様、ご理解・

ご協力の程よろしくお願いいたします。 

 

 

職業奉仕部会 藤澤洋介（代） 
職業倫理についての理解促進のためにセミナー 

等を開催、実施する。公共イメージ・青少年部 

門と連携・協力に努める。クラブ職業奉仕委員 

会の活性化をサポートする。若い世代への職業 

情報の提供やキャリアコンサルティングを推 

奨。中高生の 3・5ＤＡＹＳチャレンジの推進。各クラブへ

職業奉仕についての卓話実施。職奉ニュースを発行する。（ガ

バナー月信に併載） 

 


