














































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 15 日（木） 会員増強・選考委員会主管 点鐘：18：00 会場：ふな又 

 

皆様、こんにちは！ 

第 1回例会に続いて本日も天気は雨模 

様です。通常時において雨は天からの恵 

みです。水がなければ草木も人間も生き 

ることができません。 

しかしながら、先週後半からの雨は日本 

各地に大きな被害をもたらしています。 

今現在も雨が降り続き、線状降水帯がで 

き危険な状態が続いています。熱海の土石流、鳥取県・島

根県・広島県の河川の氾濫です。この災害によりお亡くな

りになられた方々には心よりお悔やみ申し上げます。 

現在、よくいわれることですが雨の降り方が以前と違い

急すぎます。この岩槻においても水害が起こる地域がござ

います。メンバーの皆様、そのようなときは命を守る行動

を速やかにお願いいたします。 

その中で熱海の土石流ですが、人的な災害ということが

大きく取り上げられています。以前、盛土をした業者が行

政の許可の㎥より多く、しかも産業廃棄物を混ぜて盛土し

たと報道されています。本当ならば非常に由々しきことで

す。これは人々が生きて行く為のルールを無視して商売を

している業者がいるということです。二度とこのようなこ

とが起こらないよう行政にはしっかりと行動していただ

きたいと思います。 

ロータリークラブにおいて自分の仕事を正直に世の中

が良くなるように行っていくことは大切であることを奉

仕活動の一つである職業奉仕でうたっています。今一度、

職業奉仕をご確認して仕事に邁進いただければと思いま

す。 

ここで皆様にお願いがございます。 

今、例会を行っている会場はメンバーの三浦会員よりお借

りしています。青木年度よりお借りしています。そのお借

りする条件として「駐車場を使わない」という条件がござ

いました。大変だと思いますが近隣のコインパーキングに

駐車をお願いいたします。 

さて、本日の卓話は鈴木エレクトより管理運営部門につ

いて、出山副会長より奉仕・支援部門についての各部門活

動計画発表となっています。メンバーの皆様、本日もどう

ぞよろしくお願いいたします。 
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会長挨拶   第 59代会長 田中芳明 

1.21年 7月のロータリーレートは１１１円。 

2.ロータリーの友事務所よりお知らせ。 

3.RI日本事務局財団室 NEWS7月号。 

4.大宮北 RC、大宮東 RCから週報。 

5.さいたま商工会議所岩槻支所より仮移転 

のお知らせと、さい BIZ7月号におけるお 

詫びと訂正がきております。 

6.埼玉県腎・アイバンク協会より総会資料。 

7.桃園経国 RCより会長就任例会への ZOOM出席の要請。 

 受付時間 20時（日本時間） 例会開始時間 20時 30分 

8.来週の第三例会に大宮北 RC、蓮田市 RCの会長・幹事が表

敬訪問にいらっしゃいます。 

9.明日 7月 16日に定例理事会が 18時よりふな又 2階で開催

されますが、最初に出山年度の決算報告を行います。 

10.例会時にふな又の駐車場を使用しないようにお願いいた

します。 

11.ロータリーの名刺が必要な方は事務局まで申し出てく 

ださい。 

 

幹事報告         幹事 小田光司 
 

各部門活動計画発表   

管理運営部門 委員長 鈴木真樹 
今年度、管理運営部門委員長を仰せつか 

りました鈴木真樹です。一年間よろしくお 

願いいたします。  

 管理運営部門はクラブの運営、活動を行う 

大事な根幹と言えるでしょう。  

今年度のクラブ管理運営部門としましては、 

会場・出席委員会、プログラム親睦委員会、会員増強・選考

委員会、会報・広報委員会と連携を取り、クラブ活性化する

ための土台となります。  

 田中会長の運営方針としましては、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・・よく考え、色々な事態を想定し

ながらと言っております。  

【会場・出席委員会】は、今年度 8名でのスタートとなりま

す。 例会はとても大切なロータリー活動です。ハイブリッド

を交えた会員出欠、お客様の気配りやスムーズな運営をお願

いします。  また、価値ある例会時間と思える進行により、

判断に困ったときの SAAとの相談と進行。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

29 15  3 62.07％ 

 

スマイル報告 
本日のスマイル合計 27,000 円 

年間累計額 95,000 円 

 

メンバー（50音順） 

荒井 治 これからよろしくお願いします。 

伊藤健太 本日よろしくお願い致します。 

遠藤隆雄 田中会長、１年間どうぞよろしく。 

小田光司 鈴木管理運営部門委員長、出山奉仕・支援部門委員 

長、卓話よろしくお願いします。  

小林 篤 よろしくお願いします。 

小林佑次 よろしくお願いします。 

鈴木真樹 本日の卓話よろしくお願いします。 

関根信行 よろしくお願いします。 

田中芳明 メンバーの皆様、お足元の悪い中ご出席ありがとう 

ございます。感謝致します。(^_^)  

田畑寛樹 皆様本日も宜しくお願い申し上げます。 

出山知宏 よろしくお願いします。 

内藤 明 よろしくお願いします。 

中村 正 各部門委員長、発表よろしく。 

蛭川正太 本日もよろしくお願い致します。 

三浦宣之 よろしくお願いします。 

スマイルＢＯＸより 

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 

奉仕・支援部門 委員長 出山知宏 

岩槻ロータリークラブ2021～2022年度、 

奉仕・支援部門（社会・国際奉仕委員会、 

職業・青少年奉仕委員会、財団・米山委員 

会）を、担当させていただきます。 

コロナ禍において、苦戦を強いられる事 

業所も多々あるかと思いますが、職業奉仕 

を金看板として掲げている当クラブの会員として、倫理観を

しっかり持ちながら戦い抜き、奉仕活動を実践していきたい

と考えます。 

本年度も、昨年計画したクラブビジョン・戦略計画の２年

目です。昨年はクラブビジョン・戦略計画の立ち上げ１年目

でしたが、新型コロナウイルス感染症問題で、中々計画の実

践が困難でしたが、残り２年、しっかり計画を実施していき

たいと考えております。 

特に３年間の継続事業として計画した、J-soulプロジェク

トは、地域に対しての社会奉仕、またキッズダンスフェスを

通して参加いただく次世代の若者に対しての奉仕活動、そし

てJ-soulプロジェクトから生み出される収益を、参加いただ

く全ての方々と一緒に地域・国際奉仕へとつなげるプロジェ

クトです。是非、地域の皆様と協力し合い、奉仕の輪を広げ

ていきたいと考えております。 

また支援（寄付）活動においても、「意義」「重要性」「大

切さ」を、今一度会員皆様と確認し合いながら、実施してい

きたく思います。 

特に、入会後日の浅い会員の皆様にもしっかり説明しご理解

いただきたいと考えております。 

一年間、皆様のご理解ご協力をお願い申し上げます。 

 〇例会会場運営では、ハイブリッドによる Webを交えた例会

場の設営に関しては、昨年度に導入したハイブリッドですが、

初めての事もあり不備があった中、今年度では改善しており、

より良い環境を備え良くなりました。また、来訪者への配慮

としましては、田中会長の方針にも「メンバーと手を取り合

い」と書かれておりますので、会場委員だけではなく、クラ

ブ会員皆様による配慮となりますので宜しくお願いします。  

〇出席では、最終例会での出席優秀者へ表彰、出席義務免除

要望者では、年度計画書にあります第 9条第 3節に要望者が

出た場合は理事会を開らかれ承認が決まる詳しくは年度計画

書 P83に記載されています。  

 【プログラム親睦委員会】は、今年度 5名でのスタートとな

ります。 会員同士の友愛を育てる親睦なくして、奉仕活動は

行えません。会員の皆様が楽しみながら今一度、ロータリー

を学べるバランスの取れたプログラムをお願いします。  

〇プログラムでは、夜間例会の実施に関しては、プログラム

変更の無い限り昨年と同様・・第 3例会に行います。  

〇親睦では、ロータリアン（会員家族共）の親睦のための新

しい生活様式による企画・運営ですが、今年度はクリスマス

例会が行われない為、企画を楽しみにしております。  

部会制の導入進行については、各会員の皆様の趣味であるゴ

ルフや、釣り、その他さまざまな趣味をお持ちかと思います

ので、会員同士が楽しめる会を導入してください。親睦 1日

旅行は、変更がないかぎり来年 5月 26日を予定しております。  

【会員増強・選考委員会】は、今年度 5名でのスタートとな

ります。 会員が減少すれば、親睦活動も奉仕活動も縮小され

てしまいます。それを防ぐためにも会員増強し、維持するこ

とは会員全員より行われることと思います。メンバー一丸と

なり取り組んでいきましょう。また、現在は多様性の時代で

すので、固定観念に囚われず、新しい職業に分類することも

考え、新会員候補者の確認をお願いします。  

〇会員増強では、早期退会者を無くすためにメンター制度を

導入し、防止する。メンター制度とは退会者を無くすための

「サポート役」となりますので、委員会だけではなく、会員

の皆様がサポートできる環境も大事だと思います。  

また、会員増強（新会員候補者）に関しては、クラブの永遠

のテーマと言えるでしょう。よって会員一同 3人に 1人候補

者を見つけ、報告し増強へつながり、委員会だけではなく、

会員一丸となる事が増強へ繋がる道だと思います。  

〇会員選考、職業分類表の確認で、年度計画書 P70に職業分

類が記載されております。多様性の時代ですのでよく考え、

候補者を探してみるのも良いかと思います。  

【会報・広報委員会】は、今年度 6名でのスタートとなりま

す。 ロータリークラブのイメージアップ。クラブの活動の情

報発信と地域住民や他団体に活動内容を理解していただき、

手を取り合いながら活動をお願いします。  

〇会報では、「ロータリーの友」を読むことを推進。昨年度、

グローバル補助金を利用し、姉妹クラブの桃園経国 RCに当ク

ラブが支援した記事が 4月の「ロータリーの友」に掲載され

ました。当クラブの活動を掲載されるよう報告することによ

り、一同が楽しみになる機会だと思いますので、読む機会も

増えると言えるでしょう。  

〇会報では SNSの利用をすることにより、クラブの例会や当

クラブに関する活動状況が発信され、宣伝効果につながる。

委員会だけではなく、出席している会員個人から発信するこ

とにより、より効果に繋がると考えます。  

例会内での研修会の実施（1回以上）では、今年度プログラム

予定では 10月 21日（木）三浦研修リーダーの卓話となって

おりますので、今一度ロータリーを学ぶ機会だと思いますの

で楽しみにしております。 

 


