














































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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４２回  通算２６５６例会                平成３０年５月３１日 

― Ｔhe 55th anniversary ― 

 

◆次回の例会◆ 平成３０年６月７日（木）         クラブ協議会        点鐘：１２：３０ 会場：ふな又 

 

幸せでいられるときもある 

辛い思いをするときもある 

浜辺に立って 

足元に届きそうで届かない 

波のもどかしさ 

歩く先の焼けた砂 

冷やしてあげられるときもある 

足に砂をかぶせて傷つけるときもある 

あとでその砂洗い流せる波 

私でありたい幸せ …toshi 

 

 

会長挨拶       第 55代会長 小林利郎 

皆様こんにちは。故 江原弘 PPの御夫人悦子様 

より寄付金としてお預りしている事は、皆様にも 

ご承知いただいていると思います。先日その一部 

をロータリー財団と米山財団へ事務局 渡辺さん 

に手続きをお願いいたしまして、55周年記念事業 

と合わせまして両財団への寄付をさせて戴きまし 

た。特に R財団へはドル建ての為、レートのタイミングを窺っ

ておりましたが、6月には円安レートとなってしまいますので

5月中にと言う事で早々に実行させて戴きました事、この場で

皆様にお伝えいたします。渡辺さんより江原夫人名義で感謝状

が届けられる旨、お伝えされると「故人も楽しませて頂きまし

たから、お礼です。」と、温かい言葉が返ってきたそうです。

私も、自身に万が一の事があったら、女房が皆様にこのような

言葉を返せるように、これからのロータリーライフも楽しんで

いる姿、形象化して行ければと考えます。 

 交換留学生のタリータさんが 7 月 28日に帰国されます。25

日に岩槻東 RC ホストにて、帰国報告会が開催され、現在は大

宮東 RC瀬田 PP宅がホストファミリーとなっているそうです。

本人の残りの滞在期間行きたい所は、東京ディズニーランドと

“とうだい”に行ってみたいと言う事です。ディズニーシーの

方は既に行かれ、“とうだい”が灯台なのか？東大なのか？訊

きそびれてしまいましたが、出身地がフランスのアルプスに近

い方なので多分ですが灯台だと思います。希望を適えてあげら

れる方いらっしゃいましたら是非お願いいたします。 

 財団室 NEWSに、2018年 1月 1日～5月 22日までポリオ症例

数がパキスタンで 1、アフガニスタンで 7症例、世界合計で昨

年の22症例から8症例に減った記事が掲載されておりました。

これを機にポリオについて色々調べてみましたら、やはり撲滅

に向けての行いは、ワクチン投与も含め並大抵ではない事で、

偉業である事に気付かせていただきました。 

本日の例会は、塩田淳司 PP による米山記念奨学制度に関し

ての卓話となっております。因みに本年は米山財団設立 50 周

年を迎え 2月 4日に、お台場にてその式典が開催されました。

塩田 PPよろしくお願い致します。 

○挨○拶○文 の○行○間  

それを知らないでいると 

 

①トロント国際大会について、以下のとおり 

 ご案内致します。 

・交通案内＆プログラム冊子 

・6/24の開会式について 

・名札について 

・登録人数 24,000人超 

 （うち日本から 2,000人弱） 

②「地区のあゆみⅢ」執筆について締切日が 7月末日に延 

長されました。担当の田畑会員よろしくお願いします。 

③ペットボトルの回収データが地区より届きました。 

 第 4グループはダントツのトップ回収量です。 

 岩槻ＲＣとしては昨年 11月から 4月までの半年で 56人 

の子供がワクチンを接種できるだけのキャップを回収し 

ました。引き続きご協力をお願い致します。 

④ＲＩ日本事務局より財団室ニュース6月号が届きました。 

⑤大宮東、大宮北東ロータリークラブより 6月の例会予定 

表が届いております。 

⑥大宮北東ＲＣより週報が届いております。 

⑦5/23に行われた第 43回岩槻チャリティゴルフ大会につ 

いてお礼と報告書が届きました。今回のチャリティ基金 

は 182,000円です。 

⑧さいたま交通安全対策協議会から委員会資料が届きまし 

た。 

以上８点のご報告です。ご回覧下さい。 

 

幹事報告             幹事 出山知宏 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 12  4 61.54％ 

 

スマイル報告 
本日のスマイル合計 12,000 円 

年間累計額 1,218,000 円 

 

メンバー（50音順） 

菊地 廣  小林利郎  塩田淳司  鈴木 隆 

関根信行  田口雅弘  田畑寛樹  出山知宏 

内藤 明  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        

55周年記念誌・記録責任者 鈴木 隆 

先日第 2回目の委員会を開催致しました。 

55周年記念誌の目玉企画として、座談会を開 

催しその内容を掲載したいと思います。 

座談会にご参加頂くメンバーは、小林会長、 

原田会長エレクト、そして、菊地会員、遠藤会員、塩田会

員にお願い致します。参加者の皆様どうぞ宜しくお願い致

します。 

財団・米山委員会              

先日皆様にアンケートをお願いし、次年度に 

おける例会の回数および例会開始時間について 

お伺いしましたが、本日は直接ご意見を頂戴し 

たいと存じますので、忌憚のないご意見をお願 

い致します。 

財団・米山委員長 塩田淳司 

2017年 7月 1日に財団設立 50周年を迎え 

たロータリー米山記念奨学会の事業につい 

てより一層理解を深めて頂きたいということ 

で、本日は米山記念奨学会から取り寄せたＤ 

ＶＤ「世界へ届け 米山の架け橋～ロータリー米山記念奨

学会財団設立 50周年記念」（15分）をご覧いただきます。 

 内容は、日本のロータリーの礎を築いた米山梅吉翁の生

い立ち、功績から、その遺徳を祈念して始まった米山事業

の特徴、学友の活躍などを紹介しています。 

米山記念奨学事業における最大の財産は「学友」です。 

これまでに支援した約 2 万人の奨学生・学友は日本と世界

を結ぶ懸け橋となって活躍しています。 

 岩槻では田口年度を最後に、米山奨学生の受け入れがあ

りませんので、日本と世界の架け橋となる学生を育成する

ための支援活動に対して、皆様のご理解とご協力を宜しく

お願いします。 

委員会報告                       

 

 
 

 

会長エレクト               原田晃博              

米山記念奨学会への寄付は「普通寄付」と「特別寄付」の 

2種類です。 

●普通寄付● 

クラブ事務局を通じて会員名を入力した日本の全ロータリ

ークラブ会員からクラブを通じて定期的にいただく寄付で

す。各クラブで会員一人あたりの金額を決定し、半期に 1

度、会員数分をご送金いただきます。クラブ事務局からご

申請いただければ、税制上の優遇措置を受けるための申告

用領収証を発行いたします。 

➟半期につき 1 人 2,500 円（年間 5,000 円）をお預かりし

ている会費から納入します。 

●特別寄付● 

個人、法人、またはクラブから、普通寄付金以外に任意で

いただく寄付金です。ロータリー関係者以外の一般個人、

法人、団体からもお受けします。金額にきまりはありませ

ん。いつでも、おいくらからでもご送金いただけます。 

➟寄付目標額は 1人 20,000円です。 

 


