














































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 原田晃博    例会場 : 割烹「ふな又」 例会日：第２・３・４木曜日  

幹事 津多一幸  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 

 

◆次回の例会◆ 平成３０年７月１９日（木）      各部門活動計画発表   点鐘：１９：００ 会場：ふな又 

 

 

会長挨拶       第 56代会長 原田晃博 

皆様こんにちは！本日は原田年度初例会とい 

う事で多くのお客様がお見えになっております。 

まず、第４Gガバナー補佐の菊池和彦様、第４G 

ガバナー補佐幹事の加藤和正様、大宮北東RC会 

長の眞中潤治様、大宮北東RC幹事の遊馬久治様、 

表敬訪問戴き、有難う御座います。感謝申し上げます。 

先日、岩槻RC第33代パスト会長の新井照夫様がご逝去されまし

た。ご冥福をお祈りいたします。また、連日報道されている西

日本豪雨被害者は180人の方々がお亡くなりになりました(7月

12日）。謹んで哀悼の意を表します。 

さて、今年度は例年と違い、月の例会を3回にいたします。第1

例会の開始時間は12:30,第2,第3例会の開始時間を19:00に変

更しました。変更理由の１つは近年入会された若い会員がプレ

イングマネージャーという立場から昼の例会には参加する事

が難しい事を考慮しました。皆様で顔を合わせる機会を増やし

たいという思いからの変更になります。また、研修会を毎月開

催することで、岩槻RCとしてのより良い方向性が示されるはず

です。私自身まだまだチャレンジャー精神を懐に、挑戦して行

きたいと思います。 

今年度、奉仕と親睦を両輪とし、地区テーマ「すべてはクラブ

活性化のために」の 

方針の下、クラブスローガン「積極的に参加し、ロータリーを

実践し、みんなに豊かな人生を」の実現に向けて努力していき

ます。会員皆様のご理解、ご協力をお願い致します。 

 

①国際ロータリ第 2770地区より地区大会記念 

ポリオ撲滅チャリティーゴルフコンペのご 

案内が届いております。 

②地区よりライラ研修報告書が届いています。 

③先月 6月 14日に行われました新旧理事会の 

議事録をご確認下さい。 

④公益財団法人 埼玉県腎・アイバンク協会様より、総会資

料が届いております。 

⑤岩槻東ＲＣより、年度計画書が届いております。 

⑥７月の例会予定表が、蓮田ＲＣ様、岩槻東ＲＣ様、大宮

北東ＲＣ様より届いております。 

⑦大宮北ＲＣ、大宮北東ＲＣより週報が届いております。 

                        

 

幹事報告             幹事 津多一幸 

クラブ研修リーダー 鈴木 隆 
7月 4日に行いました第 1回クラブ研修会には 

10名のご参加有難うございました。次回は８月 

２日 19時からふな又にて予定しておりますの 

でご参加よろしくお願い致します。 

原田晃博年度  第１回  通算２６６１例会                平成３０年７月１２日 
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「積極的に参加し、ロータリーを実践し、みんなに豊かな人生を」

 

会長幹事バッジ交換        

第 55代小林会長 ⇝ 第 56代原田会長  

原田年度第 1 回目の

例会となった 7 月 12

日、第 55 代小林利郎

会長から第 56 代原田

晃博会長へクラブ会

長バッジ、出山知宏直

前幹事から津多一幸

幹事へクラブ幹事バ

ッジが引き継がれま

した。 
地区委嘱書授与 

本日のお客様 

第４Ｇ 

ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 

菊池和彦様 
（岩槻東） 

第４Ｇ 

ｸﾞﾙｰﾌﾟ幹事 

加藤和正様 
（岩槻東） 

大宮北東ＲＣ 

会長 

眞中潤治様 
 

大宮北東ＲＣ 

幹事 

遊馬久治様 
 

委員会報告 

中川高志ガバナーより鈴木隆会

員へ「2018～19 年度ロータリ

ー・リーダーシップ研究会ディ

スカッションリーダー」として

の委嘱書が授与されました。鈴

木会員宜しくお願い致します。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発 行   会報・広報委員会   委員長 出山知宏  副委員長 藤澤洋介  委員 志水一雄 中村 正 

出席報告 
会員数 出席数 免除者 ＭＵ 出席率 

26 16  2 69.23％ 

 

スマイル報告 
本日のスマイル合計 41,000 円 

年間累計額 41,000 円 

 

ビジター 

第４Ｇガバナー補佐 菊池和彦様（岩槻東） 

原田晃博会長、津多一幸幹事、ご就任誠におめでとうござ

います。岩槻ＲＣの皆様一年間宜しくお願い致します。 

第４Ｇ幹事 加藤和正様（岩槻東） 

クラブ会長原田晃博様、クラブ幹事津多一幸様、ご就任誠

におめでとうございます。 

大宮北東ＲＣ会長 真中潤治様 

原田会長、津多幹事、初例会おめでとうございます。ご指

導宜しくお願い致します。 

大宮北東ＲＣ幹事 遊馬久治様 

原田会長、津多幹事、初例会おめでとう御座います。岩槻

ＲＣの更なるご発展をご祈念申し上げます。 
メンバー（50音順） 

小田光司  菊地 廣  小林利郎  塩田淳司 

鈴木 隆  鈴木真樹  関根信行  高橋真理以 

田口雅弘  田畑寛樹  津多一幸  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 🌼 

・出席率のアップ 

・会員の研修会を実施する 

・奉仕プロジェクトの実施 

・親睦会の実施 

 

幹事 津多一幸 

 岩槻ロータリークラブ 56年目、幹事を努めさせていただ

くことになり身が引き締まる思いとともに、その重責を深く

感じております。 

今年原田会長がかかげられましたクラブテーマである「積極

的に参加し、ロータリーを実践し、みんなに豊かな人生を」

を実践するにあたり、幹事としてどのように会員の皆様へ協

力をしていけるかを常々考えながら頑張って参る所存です。 

原田会長よりお役目をお願いいたしました部門委員長、各委

員長、各委員会委員の皆様、実りある原田年度へのご支援・

ご鞭撻を心よりお願い申し上げますと共に、クラブ運営への

ご理解をいただけますよう、重ねてお願い申し上げる次第で

あります。 

 

会長 原田晃博  

クラブスローガン： 

Participate Actively ,Engage Rotary, Change Lives 

積極的に参加し、ロータリーを実践し、みんなに豊かな人生を                                    

 2018～19年度、岩槻ロータリークラブ第５６代会長を仰せつ

かりました原田晃博です。二度目の会長職でありますが、以前

にも増して職責の重大さを痛感すると共に歴代会長並びに諸先

輩方々の功績に感謝と敬意を表します。そして会員皆様のご理

解、ご協力、ご指導を戴き、微力ながら役職を全うして参りた

いと思います。あらためてお願い申し上げます。 

 2018~19 年度バリー・ラシン RI会長は「ロータリーは今も、

そしてこれからもずっと、ポール・ハリスが思い描いた団体で

あり続ける。この地球上のあらゆる国の人たちが手を取り合い、

自分を超えた素晴らしいことを生み出せる場所です。そしてロ

ータリーの奉仕は、人びとの人生、そして地球社会を変えるも

のです。真に変化を生み出す奉仕をもっと実現するために、ロ

ータリーでの自分の役割、世界におけるロータリーの役割を、

これまでとは違う角度でとらえる必要があります。前向きな変

化を生み出し、私たちが今日直面する課題に勇気と希望そして

創造性をもって正面から立ち向かう意欲を、クラブ、地域社会、

そして組織全体から引き出すための「インスピレーション」と

なる必要があるのです。」と訴え 2018~19 年度 RIテーマを「BE 

THE INSPIRATION」(インスピレーションになろう)と掲げまし

た。 

 そして RI2770地区 中川高志ガバナーは「よい世界をつくる

ため私たちに必要なのは私たち自身が奮い立つこと。ロータリ

アンの魂を呼び起こし、実り豊かな奉仕へと結び付けたい」と

し地区運営方針を「すべてはクラブ活性化のために－実り豊か

な奉仕を目指して－」と掲げました。 

 ところで「ロータリーは奉仕団体だ」とよく言われます。し

かし、それは正確ではありません。正確には、ロータリーは奉

仕する人の団体。言い換えれば奉仕する人を育てる団体だと言

えます。そして、その心が高められた人たちが、世のため、人

のために何か奉仕（サービス）をした結果、世界理解と平和に

貢献していくと思います。人間が本来生まれながらに持ってい

る目に見えない精神、他人に役立ちたいという心を発掘し、育

てていくことです。これがロータリーの生命力であり、また原

点でもあります。 

 以上を踏まえ、会員皆様とともにクラブ活性化に取り組んで

参ります。あらためてご理解、ご協力をお願い申し上げます。 

重点目標 

・新会員入会の推進（5名、会員３０名にしたい。「そだね」） 

 

  

 

 

会長 幹事 所信表明 

スマイルＢＯＸより 

親睦委員長 鈴木 隆 
本年度の誕生祝いについて、プレゼントの品物の製造が遅

れており、ご迷惑をお掛けして申し訳ありません。 

 

青少年育成委員長 増岡昌行 

岩槻まつりにおけるバザー開催にともない、 

会員おひとりにつき 3点以上の協賛品をお 

願い致します。岩高インターアクトクラブ 

の生徒の方でも提供して貰う事になりま 

したのでご協力をお願い申し上げます。 


