














































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 田中芳明    例会場 : 割烹「ふな又」 例会日：木曜日 （月３回） 

幹事 小田光司  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 7 月 8 日（木）   各部門活動計画発表  点鐘：12：30 会場：ふな又 

 

皆様、こんにちは！ 

国際ロータリー第 2770地区第 4Gガ 

バナー補佐、三枝和男様・ガバナー 

補佐幹事、堀江誠一様、2021～22年 

度岩槻 RC第 1回例会にご出席いただ 

き有難うございます。 

 又、出山直前会長、鈴木直前幹事、 

大変な 1年間の舵取りお疲れさまで 

した。 

改めまして、岩槻ＲＣ59代会長を一年間務めさせていただ

きます。田中芳明です。どうぞよろしくお願いいたします。 

 とうとう始まってしまいました。非常に緊張しています

が、最初に今までの私のロータリー活動についてお話しし

ます。平成 26 年 1 月、40 歳の時に入会しました。最初の

2 年ほどはほとんど出席せずにいました。ロータリーに出

席するようになったターニングポイントは原田年度の時

に会場・出席委員会の委員長を仰せつかりました。例会を

進めていく委員長ですので当然のごとく毎回、例会に出席

します。これによりロータリーに出席するということが当

たり前になったのを覚えています。それから幹事・各委員

長・部門委員長を仰せつかり今に至っています。私が 59

代会長をさせていただくということは、必然的に今まで 58

年間の歴史がありますし、パスト会長の方々が努力し作り

上げられた岩槻ＲＣの歴史があります。その歴史の中でロ

ータリアンとして守るべき部分は守り、時代に合わせ発展

させながら 60代以降の会長の方につないでまいります。 

ここで、本年度のロータリー活動をするにあたりお願い

があります。現在、新型肺炎はもうどこでうつるかわから

ない病気となっています。会長を預かる身としてはリアル

でご出席いただけるというのは非常に嬉しいですが、体調

がすぐれない場合はハイブリッドにより例会を開催して

いますので無理をせずにＺＯＯＭによりご出席をお願い

いたします。又、これからワクチンの接種が進むと考えら

れますが、体質などの関係によりワクチン接種をされない

メンバーがいらっしゃるかもしれません。その様な場合で 

田中年度 第１回         通算第２７４６例会          令和３年７月 1日 
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クラブ・スローガン～慌てることなく発展していこう～

                  誰かのため、謙虚に活力のある奉仕活動を


 

田中年度初例会、第 58代出山知宏会長から第 59代田中芳

明会長へ、鈴木真樹直前幹事から小田光司幹事へバッジが

引き継がれました。田中会長、小田幹事、1 年間よろしく

お願いします。 

会長挨拶   第 59代会長 田中芳明 

会長・幹事バッジ交換        

お客様紹介          

も無理にワクチン接種を進めるような行動は避けていた

だければ幸いです。 

最後になりますが、会員の皆様が、そして自分が笑顔で

終わることができるように 1年間努力してまいります。岩

槻ＲＣの会員の皆様、どうぞご指導ご鞭撻のほどよろしく

お願いします。 

 

 

第４グループ 

ガバナー補佐 

三枝和男様
（大宮東） 

第４グループ 

グループ幹事 

堀江誠一様
（大宮東） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新会員入会式        

本日、荒井治会員の入会式が 

行われました。ようこそ岩槻 

ＲＣへ！ 

荒井会員のご入会を会員一同 

心より歓迎致します。 

  

 

新会員プロフィール 荒井 治 会員 
 

事業所     朝日生命岩槻営業所 

 所長 

事業所所在地  岩槻区本町３丁目 

主要業務    生命保険 

ロータリー歴  有 

 

 

「本日入会させていただきました、荒井と申します。 

 家族は妻と、子供二人です。現在単身赴任をしており

まして、子供が２人とも大学生なので教育費が大変です

がなんとかやりくりしながら頑張っております。 

前任地は福島県のいわきというところで、そこで半年

間ほどでしたがロータリークラブの活動に参加させてい

ただいておりました。半年間だけだったので、ロータリ

ーの右も左も分からないような状況です。 

いわきでも、岩槻でもそうなのですが、お客様として

だけでなく、地域の皆様と少しでも親しく交流させてい

ただきたいと思い、入会させていただいた次第です。 

どうぞこれからもよろしくお願い致します。」 

発行：会報・広報委員会 委員長 増岡昌行 副委員長 内藤 明 委員 菊地廣 中村 正 田畑寛樹 岡野育広 

 

1.2021-2022年度 部門セミナー詳細 

の案内 

2.2770地区 COVID-19感染状況につい 

ての報告書 

3.ロータリー日本 100年史発行の案内 

4.大宮西、大宮東、岩槻東、大宮北東 

ロータリークラブから 7月例会予定 

5.公益財団法人さいたま観光国際協会より IEC NEWS、会員

名簿並びに会員章の送付についての案内 

6.さいたま市長清水勇人様より再選のご挨拶 

 

第 4グループガバナー補佐    

                三枝和男様（大宮東） 
 この度第 4 グループガバナー補佐を務めさせて頂きます

大宮東ロータリークラブ所属の三枝和男とグループ幹事の

堀江誠一です。松本輝夫ガバナーのご意向に沿って職責を

全うして参る所存ですので、一年間宜しくお願いを申し上

げます。 

  岩槻ロータリークラブ第 59 代 田中芳明 会長、小田光

司 幹事 ご就任誠におめでとうございます。また、初例会

に於いて入会式を執り行われるという事で素晴らしい年度

のスタートに重ねてお祝いを申し上げます。 

 

 2021～2022年度 シェカール・メータ RI会長は、RIテー

マを、” Serve to Change Lives”（奉仕しよう みんなの人

生を豊かにするために）と発表されました。そして、「奉仕

するとき、誰かの人生だけでなく自分の人生も豊かにな

る」、「人びとの世話をし、奉仕することこそ、人生の最高

の生き方」と述べ、奉仕プロジェクトへの積極的な参加を

会員に呼びかけています。 

 

 松本輝夫ガバナーは2021～2022年度の地区活動方針につ

いて、” Serve to Change Lives”（奉仕しよう みんなの人

生を豊かにするために）と掲げられ、地区戦略計画には 

 1.ロータリーのビジョン声明の達成 

2.４つの優先項目「より大きなインパクトをもたらす」

「参加者の基盤を広げる」「参加者の積極的なかかわり

を促す」「適応力を高める」に沿った活動を掲げ効果的

なクラブづくりを目指します。 

また、地区運営方針を COVID19 に負けずに「クラブに変

化と成長を」として、 

1.例会にオンライン参加も加える 

2.全クラブがロータリー賞を目指す 

3.ロータリー奉仕デーの企画を実現する 

4.世界ポリオデーにポリオ根絶推進のためにクラシックカ

ーレースを実現 

5.ローターアクトクラブ及びローターアクターと共同奉仕

事業を 

6.財団補助金大口枠利用にローターアクター参加を 

と定め、“常に変化しながら、未来を繁栄させることに注

力”と変化を恐れず、コロナ渦にあってＩＴの積極的な活

用と意義ある奉仕の実現を求めています。 

 

  シェカール・メータ RI会長並びに松本輝夫ガバナーの意

をご理解いただき、会長・幹事を中心にクラブ会員の皆様

が一丸となって、地区目標、クラブ目標を達成され、充実

したロータリー活動を、共に実践して参りたいと思います。 

 

 何卒、岩槻ロータリークラブの皆様にはご指導、ご鞭撻、

ご協力をお願い申し上げ表敬のご挨拶とさせて頂きます。

ありがとうございました。 

 

 

幹事報告         幹事 小田光司 

ガバナー補佐挨拶          



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021～22 年度、岩槻ロータリークラブ第 59 代会長を仰

せつかりました、田中芳明です。 

岩槻ロータリークラブの先輩方が今まで 58 年間築き上

げてこられた歴史あるクラブを一年間任されることは非

常に光栄であります。と、同時に緊張しながら重圧を感じ

ています。誠心誠意この職責を全うし、少しでも発展させ

次代につなげて参ります。一年間よろしくお願いいたしま

す。 

 初めにクラブスローガンとして「慌てることなく発展し

ていこう 誰かのため、謙虚に活力のある奉仕活動を」と

させていただきました。自分の足元が揺らいでは奉仕活動

どころではありません。しっかりと自分自身を成長させな

がら、奉仕活動をする。でなく、奉仕活動をさせていただ

くという気持ちを持ち続け行動していくという考えのも

と、このようなクラブスローガンに致しました。この考え

は本年度のシェカール・メータＲＩ会長のお考えから来て

います。スローガンとして「奉仕しよう みんなの人生を

豊かにするために」を、発表されましたが、ご説明される

ときに誰か相手がいるから奉仕活動をすることができま

す。そして、奉仕活動は規模ではなく奉仕しようという姿

勢が大切です。と、お考えになられています。又、松本輝

夫ガバナーは「COVID19に負けずにクラブに変化と成長を」

を、発表され、ロータリアンだけでなく、現在の多様性の

時代に合わせて地域社会の人々と積極的に絡みながら奉

仕活動を行っていくことをお考えになられています。 

 私はこのようなお考えを具体化するにあたり、岩槻 RC

メンバーのより一層の成長と親睦をしながらの信頼関係

が必要であると考えました。岩槻ロータリークラブのメン

バーは入会年度の浅い方が沢山いらっしゃいます。メンバ

ーと共に自分自身、基礎である「ロータリーの目的」、「五

大奉仕」などを勉強しながら活動していきたいと考えてい

ます。 

 

◆次回の例会◆ 令和 3 年 7 月 8 日（木）   各部門活動計画発表  点鐘：12：30 会場：ふな又 

 

会長所信表明       

そして、色々と制限があるとは思いますが、親睦会を開催

することによりメンバー同士の関係が一層、密になり益々

成長していく雰囲気が出来上がってくると考えられます。

そうすれば現在のコロナウイルスによる不安の中での生

活を送っている地域社会の人々へ活力を持った奉仕活動

を送り届けることができると確信しています。みんなの人

生を豊かにするために、岩槻 RC のメンバーの皆様と共に

考えながら行動していく1年間にしていきたいと考えてい

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

重点目標 

・新会員入会の推進（3名） 

・例会・事業への認識並びに出席率向上 

・各委員会による研修会の実施 

・奉仕プロジェクトの実施（ロータリー奉仕デーの実施。） 

・新しい生活様式での親睦会の実施 

 

岩槻 RC運営方針 

新生活様式に合わせた親睦活動を行いながらメンバー

と手を取り合い、尊敬しながら、今の難局を乗り越え、み

んなの人生を豊かにするために活力ある奉仕活動を行っ

ていきましょう。すべての活動についてですが、現在、先

の見えない不安定な社会情勢になっています。よく考え、

色々な事態を想定しながら連絡を密にとりあい行動して

いきましょう。 

 

 

 

岩槻ロータリークラブ 

第 59代会長 田中芳明 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行：会報・広報委員会 委員長 増岡昌行 副委員長 内藤 明 委員 菊地廣 中村 正 田畑寛樹 岡野育広 

 

出 席 報 告 
会員数 出席数 免除者 ＭＵ 出席率 

28 19 1  60.71％ 

 

スマイル報告 
本日のスマイル合計 68,000 円 

年間累計額 68,000 円 

 

ビジター 
第４Ｇガバナー補佐 三枝和男 様（大宮東） 

「岩槻ＲＣの皆様、一年間どうぞよろしくお願い致します。」 

第４Ｇグループ幹事 堀江誠一 様（大宮東） 

「本年度大変お世話になります。田中会長、小田幹事、就任おめ

でとうございます。」 

メンバー（50音順） 

伊藤健太 よろしくお願いします。 

遠藤隆雄 田中会長、１年間どうぞよろしく。 

小田光司 １年間よろしくお願いします。  

小林 篤 田中会長、ご就任おめでとうございます。 

小林佑次 よろしくお願いします！ 

鈴木真樹 田中会長、小田幹事、就任おめでとうございます。 

田口雅弘 会長幹事、就任おめでとうございます。  

田中芳明 出山直前会長、鈴木直前幹事、1年間お疲れ様です。 

ガバナー補佐三枝様、グループ幹事堀江様、本日 

はご出席ありがとうございます。岩槻ＲＣの皆様、た 

よりない会長ですが 1年間宜しくお願い致します。  

田畑寛樹 三枝ガバナー補佐、堀江グループ幹事、岩槻ロータ

リークラブへようこそ。 

     田中会長、小田幹事、年度第 1 回目の例会、皆様本

日も宜しくお願い申し上げます。 

津多一幸 田中年度おめでとうございます！ 

出山知宏 昨年度は大変お世話になりました。本日から田中年 

度です。１年よろしくお願いします。 

内藤 明 田中会長がんばってください。  

中村 正 田中会長の門出を心からお祝い申し上げます。三枝 

ガバナー補佐、堀江グループ幹事、ようこそ！  

藤澤洋介 宜しくお願いします。 

三浦宣之 田中会長、小田幹事、就任おめでとうございます。 

三枝ガバナー補佐、堀江グループ幹事、岩槻ロータ 

リーへようこそ！  
 

🌼 たくさんのご芳志ありがとうございました 🌼 

いよいよ田中年度が始まりました。幹事として一年間

頑張りますので一年間よろしくお願いいたします。 

田中会長の意をくみ、会長の考える岩槻ロータリーク

ラブを具現化出来る運営を肝に銘じて活動していきた

いと思います。 

まだまだ新型コロナウイルスによる影響が大きい中

でのクラブの活動は難しいことが多いと思いますが、安

全で安心できる最良のしつらえで皆さまと意義のある

クラブ活動が出来るように常に模索していきたいと思

います。 

つまらないと思うことを面白く、面白いことはもっと

面白くできるよう会員の皆さまと頑張って活動してい

きたいと思います。 

 

スマイルＢＯＸより 

14 日  田畑 寛樹 会員 

23 日  内藤  明 会員 

 
本年度のプレゼントは、「自分では買わないけど、もら

ったら便利な（田中会長談）」ルーペ付きペーパーウェ

イトです。♪ 

おめでとうございます！ 

７月の誕生祝い 

リモート出席でのスマイル送金  埼玉りそな銀行岩槻支店 (普)1445466 岩槻ロータリークラブ 

幹事所感          会員結婚祝い 

昨年 10月 28日、伊藤健太 

会員がご結婚されました。 

おめでとうございます！ 

クラブ内規・慶弔規定によ 

り御祝をお渡し致しました。 

末永くお幸せに！ 

幹事 小田光司 


