














































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 三浦宣之    例会場 : 割烹「ふな又」 例会日：木曜日 （月３回） 

幹事 増岡昌行  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◆ 令和元年１２月１６日（月）  クリスマス例会 点鐘 18：00 会場：大宮サンパレス  

 

 

三浦年度  第１６回  通算２７１２例会         令和元年１２月５日 

2017-18 INTERNATIONAL ROTARY DISTRICT2770 

ROTARY CLUB OF IWATSUKI  

since 1963 

Weekly Report 
クラブ・テーマ「ロータリーを学び、実践し、楽しもう」

 

お客様紹介 

shu 

皆さん今日は。大宮西ＲＣより藤嶋幹事、 

そして大宮北東ＲＣより宮下会長、星野幹 

事、佐々木パスト会長そして蓮田ＲＣより 

秋葉様ようこそお越しくださいました。 

今日は約 2か月振りの例会場での例会と 

なります。10月３日の公式訪問例会以来の 

例会ということになります。10 月 20・21 日は親睦旅行が

ありました。１日目は上田城の見学。そして２日目は善光

寺にお参り、そしてリンゴ狩りと盛り沢山の内容で行って

参りました。善光寺のガイドさんが素晴らしくホスピタリ

ティーに溢れる方で大変楽しく、勉強為になる善光寺参り

ができたのかなと思います。又、上山田温泉の夜も楽しい

お酒が飲め、会員同士の親睦も深まり大変思い出深い夜に

なったのかなと思います。原田親睦委員長そして中村会員

どうもありがとうございました。 

また、10 月 24 日は世界ポリオデーということで、岩槻

駅前で募金活動を行いました。1 時間の活動で 2 万円の募

金を集めることができました。皆さんご協力ありがとうご

ざいました。 

 11月 2日と 11月 16日には蓮田ＲＣさんとの合同少年サ

ッカー大会が開催され、天気もよく最高の芝を備えたグラ

ンドで試合ができて子供たちも大変良い思い出になったの

ではないかと思います。 

 そして、11月９・１０日の両日地区大会が開催されまし

た。最後に登壇しまして、エンドポリオのタスキリレーと

いうことで小田ガバナー補佐のもと第四グループでタスキ

リレーを行ってきました。メンバーの出席が少なくその点

が少し残念でした。この２か月間色々なことがございまし

た。再来週の 16 日の月曜日はクリスマス例会がございま

す。そしてクラブ総会がございます。いよいよ出山年度が

動き出したのかなという思いでございますが、まだまだ三

浦年度はＩＡ協議会、ＩＭ、3 クラブ合同例会と事業がご

ざいますので、あらためて皆様のご協力を仰ぎながら進め

ていきたいと思いますので宜しくお願いします。 

 今日は、ロータリー情報委員会主管という事で、小田委

員長の方にお任せ致しますので宜しくお願いします。 
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・12月のロータリーレートは 1ドル=108円 

 です。 

・地区より 2019年 5月～10月のペットボト 

ルキャップ回収報告がありました。 

回収量は 12,910ｋｇ、ワクチン 1844.3人 

分になります。岩槻ＲＣの実績は 350Kg、 

50人分のワクチン代でした。 

・地区より 2019年規定審議会 19-24で修正採択された「クラ 

ブの年次会合において予算と年次報告の発表を求める件」 

により、クラブ定款の年次総会に関する記述が以下のよう 

に変更されていると連絡が届いております。 

ロータリークラブ定款 第 7条 会合 

第 2節 — 年次総会。 

(a) 役員を選挙するため、現年度の収入と支出を含む中 

間報告および前年度の財務報告を発表するための年次総 

会は、細則の定めるところに従い、毎年 12 月 31 日ま 

でに開催されるものとする。 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行：会報・広報委員会   委員長 田畑寛樹 副委員長 関根信行  委員 志水一雄 中村 正 高橋真理以 

 

出 席 報 告 
会員数 出席数 免除者 ＭＵ 出席率 

28 8   28.57％ 

 

スマイル報告 
本日のスマイル合計 45,000 円 

年間累計額 251,000 円 

 

 

スマイルＢＯＸより 

*黒太字の下線部分が追加事項。 

本件について寄せられている、良くあるご質問と回答を 

ご案内差し上げます。 

Ｑ１）12月の年次総会までに現年度の上期決算をまとめ 

るのは困難ですが、どのようにしたら良いですか？ 

Ａ１）「中間報告」は必ずしも「上期決算」である必要 

は無いため、その時点で可能な途中経過の発表で構いま 

せん。 

Ｑ２）前年度（2018-19年度）の財務報告は既に完了し 

ていますが、あらためて 12月の年次総会で発表する必 

要はありますか？ 

Ａ２）年次総会での発表が求められております。既に発 

表されている場合の再発表方法などは、各クラブでご相 

談ください。 

・地区青少年奉仕部門他より、日韓高校生海外研修派遣団員 

募集案内の中で派遣費用 70,000円が 75,000円に訂正され 

るという事で連絡が届きました。 

・2022～2023年度ガバナー候補者の推薦、および、2021～2022 

年ガバナー補佐候補者の推薦のお願いが地区から届きま 

した。 

・2019-20年度米山奨学生(感謝の集い)の案内が地区米山記 

念奨学部門より届いております。 

日時 12月 22日(日) 場所：ラフレさいたま３階 

参加申込は幹事・事務局までお願い致します。 

・台風 15号の被害に遭われた友好クラブである千倉ＲＣの 

鈴木健史会長より、被災お見舞い金についての御礼状が届 

いております。 

・地区より台風 15号災害義援金の協力お礼とご報告です。 

・地区会員増強維持部門より、地区大会 2日目に行われたク 

ラブパンフレットコンテストへの参加協力についてお礼。 

・地区公共イメージ部門より、10/24 世界ポリオデーイベン 

トの参加協力についての御礼。 

・地区より 10月 24日読売新聞掲載のポリオ根絶広告が送付 

されて参りました。 

・地区奉仕プロジェクト担当諮問より、九州北部豪雨災害義 

援金協力についての御礼と報告。 

・城下町岩槻鷹狩り行列実行委員会より協賛の御礼。 

・小林ガバナーより、各クラブ会長および会員への目標提示 

が送られて参りました。 

・特定非営利活動法人さいたまユースサポートネットより

「若者の就労支援」についての講演依頼募集のお知らせ。 

・ＲＩ日本事務局より財団室ニュースの 11月と 12月号。 

・米山記念奨学会より「ハイライトよねやま」235号。 

・ＪＴＢと東日観光より 6月のハワイ世界大会のご案内。 

・さいたま観光国際協会より観光情報誌「さいたま！タマて 

ばこ」2019秋冬号送付および春夏号協賛のお願い。 

・第 4グループ大宮西ＲＣ、大宮北ＲＣ、大宮東ＲＣ、岩槻 

東ＲＣ、大宮北東ＲＣより、例会予定表および週報が届い 

ておりますのでご回覧願います。 

 

  

 

 

ロータリー情報委員会 卓話 

shu 

 

ロータリー情報委員長 小田光司 
 

「ロータリー情報四方山話」 

 今回は情報委員会の卓話という位置付の 

例会ですが、第４グループガバナー補佐と 

いう役職を経験させていただいて何となく 

見えてきたことをお話しさせていただきます。 

 

 

また、ロータリーによるストレスを解消するためにやってき

たことをお話しします。 

 

1. 第４グループの会長・幹事会について 

2. ガバナー補佐の業務について 

3. その他（今年度の上半期を顧みての感想） 

4. 質疑応答 

以上 

 

ビジター 

大宮西ＲＣ 幹事 藤嶋剛史様 

本日はお世話になります。 
大宮北東ＲＣ 会長 宮下智世様 

三浦会長、増岡幹事、これからもよろしくお願いします。小田

ガバナー補佐、卓話楽しみに来ました。 
大宮北東ＲＣ 幹事 星野和茂様 

一年間よろしくお願いします。本日も宜しくお願いします。 
大宮北東ＲＣ クラブ研修リーダー 佐々木直之様 

本日はお世話になります。宮下会長、星野幹事を宜しくお願い

します。小田ＡＧの卓話、楽しみにして来ました。 
蓮田ＲＣ 会員 秋葉功四郎様 

第 10 回少年サッカー大会のご協力、大変ありがとうございま

した。 
 

メンバー（50音順） 

小田光司  菊地 廣  塩田淳司  鈴木 隆 

田中芳明  出山知宏  増岡昌行  三浦宣之 

 

岩槻ＲＣ 事務局 渡辺博子 

母の葬儀では皆様に御会葬を賜りまして誠にありがとうござ

いました。大変お世話になりました。 
 

🌼 たくさんのご芳志ありがとうございました 🌼 


