














































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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３１年２月７日(木)   青少年育成委員会主管      点鐘：1２時３0分 場所：ふな又 

 

 会長挨拶       第 56代会長 原田晃博 

 皆様こんにちは！ 

本日の卓話は小田光司パスト会長にお願いし 

ました。 

今年度は毎月、研修委員会を開催しておりま 

す。「ロータリー（ロータリアン）の基礎知 

識」を中心に委員会を開催しております。 

会長所信にも書かせていただきました。「ロータリーは奉

仕する人の団体であり、奉仕する人を育てる団体でありま

す。」私自身も9年間在籍しておりますが「ロータリー」と

いう間口の広さ、各事業の深さに驚嘆しております。 

「小田パスト、さぁ はじめましょう！」 

 

 
幹事報告             幹事 津多一幸 

原田晃博年度  第２１回  通算２６８１例会                平成３１年１月２４日 
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Weekly Report 
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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」

 

・2019年 2月 13日に第３・第４グループ合同 

のＩＭが開催されますので、皆様ご出席を宜 

しくお願いします。 

・2019-20小林操ガバナー年度地区補助金プロ 

ジェクト 立案のお願いが届いております。 

・地区ロータリー財団補助金管理セミナー 

日時 2019年 2月 26日(火)受付 12：00 12：30～16：00 

会場 越谷コミュニティセンターポルティコホール 

登録料 1クラブ 5,000円 

・ロータリー・リーダーシップ研究会（ＲＬＩﾊﾟｰﾄⅢ） 

 日時 2019年 3月 8日(金) 受付 9：00  

開会 9：30～17：30 

  場所 大宮ソニックシティ 9階 906号室 

 費用 6000円 

・2020-2021年度派遣ロータリー財団奨学生募集 

 受付期間 2019年 2月 1日～5月 10日 

・ペットボトルキャップ回収事業について、各クラブ回収デ 

ータの報告です。 

・大宮西、大宮北東より例会案内、そして週報が大宮西から 

届いておりますのでご回覧をお願い致します。 

以上 

 

 

 

青少年育成委員会 委員長 増岡昌行 

2月 8日(金)～13日(水)に第 3750地区韓国 

のインターアクターが訪日致します。 

クラブでサポートしている岩槻高校インター 

アクトクラブからも 3月 23日(土)～28日(木) 

に 2 名の生徒が高校生海外研修派遣団の一員として訪韓す

ることになっておりまして、そのご家族が今回訪日する韓

国学生のホームステイも引き受けて下さいます。 

 韓国訪日団の歓迎会は地区主宰でも行いますが、岩槻高

校インターアクトクラブと訪日韓国学生の交流と送別会を

クラブとして帰国前夜の 12日に開催したいと思います。 

会員皆さまのご参加を宜しくお願いします。 

 

〇第 31回インターアクト協議会及び韓国訪日団歓迎会 

 日 時 平成 31年 2月 10日(日)受付 9：30～ 

 会 場 埼玉県県民活動総合センター（伊奈町） 

〇韓国インターアクト訪日団 歓迎・送別会（岩槻ＲＣ） 

 日 時 平成 31年 2月 12日(火)18：00～ 

 場 所 台湾料理 雅致（岩槻ワッツ東館 4階） 

 登録料 1人 5,000円 

 

 

会場・出席委員会委員長 関根信行 

例会進行 

ロータリーの目的・四つのテスト 

研修リーダー 

奉仕部門委員長 

プログラム委員会委員長 

親睦委員会委員長    鈴木 隆  

委員会報告 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

28 16 1 2 67.86％ 

 

スマイル報告 
本日のスマイル合計 22,000 円 

年間累計額 429,000 円 

 

メンバー（50音順） 

小田光司  木村郁夫  小林 篤  塩田淳司 

鈴木 隆  関根信行  関根領一  髙橋智也 

髙橋真理以 田中芳明  津多一幸  中村 正   

原田晃博  藤澤洋介  増岡昌行  三浦宣之 

 🌼ご芳志ありがとうございました🌼 

スマイルＢＯＸより 

 

 

 

「ロータリーに関して」 

  パスト会長 小田 光司 

 

 

 

久しぶりに卓話をさせていただきました。 

初めにロータリークラブにおける会議の有りようにつ

いてお話しさせていただきました。クラブ総会・各委員

会・理事会について、それぞれの役割と連絡、報告、相

談の順序とやり方について簡単に説明させていただきま

した。 

組織として決められた手順で動いて行かなければ、気

分を害する人も現れ円滑な例会を行うことが出来なくな

りますので気をつけてください。 

また、年度計画表をしっかり活用することでロータリ

ークラブに関する自分のスキルが格段に向上するので、

面倒臭がらずにちゃんと読んでください。特に定款・細

則はことあるごとに読み返せば、クラブの方向性の良し

悪しが正しく判断出来ると思います。 

このような堅い話をしていたら退屈そうだったので、

うちの会社で先日起きた事故についての話を例にして、

交渉事の進め方を説明しました。 

ロータリークラブにしても、事故にしても人と何かを

交渉するときにはクラブの仲間に頼ったり、相談したり

できる環境にあるということを忘れないで欲しいと思い

ます。 

社会に奉仕するクラブの仲間は、自分の人生をより豊

かにする仲間でもあるので、それぞれ色々なことでクラ

ブを活用していただければと思います。 

 

My ROTARYに登録すると出来ること 
 

・豊富な資料・情報収集やニュースレターの無料購読が出来

ます！ 

例：会員増強資料、手続要覧、国際大会等の動画、ご自身

の寄付履歴、ラーニングセンター 

・世界中のクラブの現況や、奉仕活動のヒントを得ることが

出来ます！ 

例：公式名簿、ロータリークラブ・セントラル、ロータリ

ーショーケース、補助金センター 

・世界中のロータリアンと繋がってアイデアの交換や交流を

深めて頂くことが出来ます！ 

例：アイデア応援サイト、フォーラム、メール機能 

 

①クラブに登録しているメールアドレスを使って登録すれば 

簡単です！ 

②ＰＣメールを受け取れるパソコン、スマートフォン等受信

機をご利用下さい。 

③「ロータリー」 

「マイロータリー」 

で検索！ 

 「My ROTARYへよう 

こそ」の画面右側 

「アカウント登録」 

から手続きして下 

さい。 

 

卓話 

次年度地区役員委嘱書授与 

ＲＩ第 2770地区 2019～20年度小林

操ガバナーより、次年度地区役員の委

嘱書が届きました。 

第４グループガバナー補佐 

小田 光司 会員 

国際奉仕委員会委員 

原田 晃博 会員 

国際交流委員会委員 

鈴木 真樹 会員 

よろしくお願い致します。 

Ｍｙ ＲＯＴＡＲＹ 登録のお願い 

  

 


