














































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 出山知宏    例会場 : 割烹「ふな又」 例会日：木曜日 （月３回） 

幹事 鈴木真樹  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３年６月１７日（木） 出山年度最終例会 点鐘：18：00 会場：オノオノ春日部 

 

皆様こんにちは！ 

本日は蓮田ロータリークラブ、会長 加藤 始 

様、幹事 舟山 清志 様にお越しいただきま 

した。 

蓮田ロータリークラブさんは、岩槻ロータ 

リークラブをスポンサークラブとして、親ク 

ラブ子クラブの関係で、時には合同で事業を 

実施したり、親睦を深めたりと、活動を共にさせていただ

いております。その蓮田ロータリークラブさんが、本年度

クラブ創立 50周年を迎えられました。誠におめでとうござ

います。クラブの益々のご発展と、会員の皆様そしてご家

族の、ご健勝ご多幸をご祈念いたします。 

さて本日の卓話は、会長・幹事主管のクラブ協議会と会

長・幹事の一年を振り返ってです。昨夜新旧理事会があり、

早いもので一年経ちます。 

コロナで始まりコロナで終わる、まさにコロナ年度でした。 

なかなか正解の出ない事が多く、手探りで運営してきた一

年ですが、皆様に助けられながら、鈴木真樹幹事と二人三

脚でやって参りました。 

しかし大変な年度でしたが、年度始まりに津多会員が新

会員として岩槻ロータリークラブへ再入会いただき、蛭川

会員、伊藤会員と、３人の新たな仲間が入会してくれまし

た。 

そして姉妹クラブ、桃園経国ロータリークラブとの合同奉

仕事業、そしてなんといっても、これから岩槻ロータリー

クラブを更に発展させるべく、クラブビジョン・戦略計画

を３ヶ年計画で立て、達成に向け一歩を踏み出せたのは、

私にとってもクラブにとっても、とても意義のある事だと

感じます。 

世界でも新型コロナウィルス感染対策として始まってい

るワクチン接種も、先日菊地会員が打たれたと聞きました。 

このワクチン接種を全会員が接種し、withコロナを考え皆

様と一緒にこれから 

のロータリーライフ 

を歩んで行きたいと 

考えております。 

今年度来週が最終 

例会となりますが、 

皆様、今後とも宜し 

くお願いいたします。 
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会長挨拶      第 58代会長 出山知宏 

①当クラブより、6月 16日に行われます、 

【蓮田 RC創立 50周年記念夜間例会訪問 

のお願い】が届いております。クラブか 

らは、出山会長、小林利郎パスト会長、 

小林篤次年度副幹事、幹事鈴木が訪問い 

たします。宜しくお願いします。 

また、去る 6月 2日(水)に蓮田ＲＣの例会に出山会長と 

二人で訪問し、50周年記念の御祝としてクラブから 10万 

円をお渡しして参りました。 

②一般社団法人ロータリーの友事務所より【ロータリー日本 

100年史】が届いております。後ほどご覧ください。 

③RI 日本事務局財団室 NEWSが届いております。 

 ワクチンについてのお知らせから、寄付・ポリオ・補助金・ 

財団の寄付報告などありますので後ほどご覧ください。 

④大宮北 RCより、3か月スケジュールが届いております。 

⑤大宮東 RC、岩槻東 RC、大宮北東 RCより、週報が届いてお 

ります。 

⑥さいたま市交通安全対策協会より【令和 3年度さいたま市 

交通安全対策協議会委員会の資料送付について】の資料が 

きております。                 以上 

 

 

幹事報告            幹事 鈴木真樹 

出山年度 第２３回 通算２７４４例会     令和３年６月１０日 

蓮田ＲＣ会長 

加藤 始 様 

お客様紹介        

 蓮田ＲＣ幹事 

舟山清志 様 

 

1年間お世話になりま

した。 

蓮田ＲＣ創立 50周年記

念チャリティゴルフ大

会へのご参加、および、

御祝をありがとうござ

いました！ 

委員会報告            

プログラム・親睦委員長 三浦宣之 

来週 6/17は出山年度最終例会です。アク

リルパネルを準備して感染防止に努めつ

つ開催しますのでご出席を宜しくお願い

致します。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行：会報・広報委員会   委員長 関根信行  副委員長 高橋真理以  委員 志水一雄  内藤 明 

 

スマイルＢＯＸより 

オンライン出席でのスマイルはこちらへ…  埼玉りそな銀行岩槻支店 (普)1445466 岩槻ロータリークラブ 

クラブ協議会        

ビジター 
蓮田ＲＣ会長 加藤 始 様 

「一年間お世話になりました。50 周年記念式典は残念でした。お

騒がせ致しました。少年サッカー大会と周年祝いありがとうご

ざいました。」 

蓮田ＲＣ幹事 舟山清志 様 

「岩槻クラブの皆様、1 年間お世話に成りました。コロナ禍におい

て、3 クラブ合同例会、蓮田クラブ 50 周年記念の式典はできま

せんでしたが、次年度も宜しくお願い致します。」 

メンバー（50音順） 
小田光司 クラブ協議会よろしくお願いします。 

小林 篤 加藤会長舟山幹事、今日はよろしくお願い致します。 

小林利郎 クラブ協議会よろしくお願いします。 

小林佑次 クラブ協議会よろしくお願いします。 

鈴木真樹 加藤会長、舟山幹事、本日はようこそ。 

田中芳明 蓮田ＲＣ会長、幹事、本日はご出席ありがとうござい 

ます。 

田畑寛樹 蓮田ＲＣ加藤会長、舟山幹事、岩槻ＲＣへようこそ。 

皆様、本日もよろしくお願い申し上げます。 

出山知宏 加藤会長、舟山幹事、ようこそ岩槻ロータリーへ。 

内藤 明 クラブ協議会よろしくお願いします。 

中村 正 お客様ようこそ！ 

原田晃博 クラブ協議会よろしくお願いします。 

蛭川正太 本日もよろしくお願い致します。 

三浦宣之 加藤会長、舟山幹事、ようこそ。本日は宜しくお願い 

します。 
 

🌼 たくさんのご芳志ありがとうございました 🌼 

スマイル報告 
本日のスマイル合計 30,000 円 

年間累計額 522,000 円 

 
出 席 報 告 

会員数 出席数 免除者 ＭＵ 出席率 

30 14 1 0 50.00％ 

 

 

 

議長 出山知宏会長 

会員数 30名 出席 14名 出席免除 1名 委任状 8名 

2/3以上の出席（委任状）をもって議決。 

 

第 1 号議案 →承認 

議案提出 会長 出山 知宏  

議案文  岩槻ロータリークラブ細則改訂（案）の件 

 去る令和 3年 4月 12日に開催されました定例理事会にお

いて、下記についての改訂案が承認されましたので、クラブ

協議会において会員皆様のご審議をお願い致したく上程申

し上げます。 

 

「岩槻ロータリークラブ細則 第 5条 会合」(案)について 

〈現行〉 

第5条 会合  

第1節 年次総会 12月31日までに本クラブの年次総会を開

催し、そこで次年度の役員と理事の選挙を行うものとする。 

第2節 本クラブの例会は、毎月3回木 （曜日）に開催する。

例会に関するあらゆる変更または例会の取消は、クラブ会員

全員に然るべく通知するものとする。 

第3節 理事会の会合は毎月開催される。理事会の臨時会合

は、会長または理事2名の要請により招集され、開催にあた

っては然るべき通知を行う。 

〈改訂〉（案） 

第5条 会合  

第1節 年次総会 12月31日までに本クラブの年次総会を開

催し、そこで次年度の役員と理事の選挙を行うものとする。 

第2節 年次総会・クラブ協議会を招集する場合には、会議

の目的たる事項・内容・日時及び場所を示した書面により、

少なくとも10日前に各会員に通知しなければならない。ま

た、総会員数の3分の2以上の出席（委任状を含む）がなけれ

ば、議事を開き、議決することができない。 

第3節 本クラブの例会は、毎月3回木 （曜日）に開催する。

例会に関するあらゆる変更または例会の取消は、クラブ会員

全員に然るべく通知するものとする。 

第4節 理事会の会合は毎月開催される。理事会の臨時会合

は、会長または理事2名の要請により招集され、開催にあた

っては然るべき通知を行う。 

第5節 年次総会の議長は、出席した会員の中から互選する。

クラブ協議会の議長は会長が行うものとする。 

第6節 年次総会・クラブ協議会の議事は、出席者の過半数

（委任状を含む）で決し、可否同数のときは、議長の決する

ところによる。 

第7節 年次総会・クラブ協議会の議事については、次の事

項を記載した議事録を作成しなければならない。 

1）年次総会・クラブ協議会の日時及び場所 

2）現在の会員数 

3）年次総会・クラブ協議会に出席した会員数 

4）議決事項 

5）議事の経過の概要及びその結果   ※下線は改訂部分 

           

第 2 号議案 →承認  

議案提出 会長エレクト 田中 芳明 

議案文  2021‐22年度岩槻ロ－タリークラブ組織図（案） 

 2021‐22年度岩槻ロ－タリークラブまでの組織図（案）を

提出させていただきます。 

慎重審議よろしくお願いいたします。 

 


