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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




田中年度
第１３回



会長挨拶


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

通算第２７５８例会

第 59 代会長 田中芳明



皆様こんばんは！

本日の例会は、クラブ総会となります。
この総会におきまして岩槻
RC のメンバー

の皆様に対して 2022-23 年度の理事・役員

のメンバーを鈴木真樹エレクトが上程しご
意見・ご質問をメンバーの皆様から頂き信

任を頂くとても大切な例会となっています。

思い起こしますと私自身もちょうど 1 年前のクラブ総会

に、現在の理事・役員・組織図を上程させていただきまし
た。強い決心と共に最初は非常に緊張しながら上程したの

を覚えています。メンバーの皆様よりご意見を頂くことに

より緊張がほどけていき、会長職を 1 年間預かる身として
身が引き締まる思いに変わっていきました。
鈴木真樹エレクトもきっと同じようなお考えになってく
ると思いますし、そのようなお考えにならなければいけな
いと思います。信任頂ければ、伝統ある岩槻 RC の第 60 代
会長という非常に重い職責を任されるのですから。
又、理事・役員をお受けになられるメンバーの皆様は、鈴
木エレクトがどのような想いとお考えでお願いされたの
かをよくお考えになり、何のための理事なのか何のための
役員なのかをご自身が受けられた 1 年間忘れることなくロ
ータリー活動をして頂ければと思います。そうすれば岩槻
RC は益々発展していくと思います。
まだ 12 月 16 日、少し早い気もしますが本日は 2021 年
最後の例会になります。次に皆様と例会を行えるのは 2022
年 1 月 6 日の新年例会となります。2021 年の 6 月より半年
間ですが会長としてメンバーの皆様には岩槻 RC の為に大
変ご尽力いただいたことを感謝いたします。
私はその年の仕事が終わる 12 月 29 日か 30 日ぐらいに
気が抜けて風邪をひいてし
まうことがよくあります。
皆様どうか怪我や病気に
気を付けながら健やかに
よいお年をお迎え下さい。

◆次回の例会◆

令和 4 年 1 月 6 日（木）

幹事報告

令和３年１２月１６日
幹事 小田光司

1. 武州岩槻総鎮守久伊豆神社の宮司・
馬場様より 2 月の節分祭のご案内を
控えさせていただきますとの連絡が
届いております。
2. 大宮西 RC、大宮北 RC、岩槻東 RC、
大宮北東 RC から週報が届いており
ます。
以上 2 点よろしくお願いいたします。

12 月誕生祝い
3 日 出山知宏会員 7 日 小林利郎会員
15 日 蛭川正太会員 31 日 三浦宣之会員

クラブから小林利郎会員へ還暦の御祝をお渡し
致しました。おめでとうございます！！

新年例会

点鐘：18：00

会場：ふな又

2021～22 年度 クラブ年次総会
・日
・場
・司
1.
2.
3.
4.

退会のご挨拶
増岡昌行会員

時：2021 年 12 月 16 日（木）18：00 点鐘
所：料亭ふな又 2 階例会場
会：幹事 小田光司

開 会
出席者及び資料の確認
挨 拶
審議事項

幹事
会長

小田光司
田中芳明

○第 1 号議案【2022～23 年度クラブ理事・役員（案）
】の件
議案提出者 会長エレクト 鈴木真樹
クラブ年次総会 議案書

令和
岩槻ロータリークラブ会員
議案提出
添付資料

第 1 号議案
3 年 12 月 16 日

殿

会長エレクト 鈴木 真樹
有

私事でありますが 12 月末日をもって退会
することになりました。
2010 年に入会させて頂いてから 11 年とな
りました。入会した当初は理解できなかっ
た先輩方からのむちゃぶり等も、5、6 年経
つと「先輩方が言っていたのはこういう事だったのかなぁ」
と気付く事が出来るようになりました。アンガ―マネジメ
ントも役立ちました。うちの会社は以前従業員の出入りが
多かったのですが今は定着するようになり、業務管理も整
ってきて、これもロータリーに入ったおかげだと思ってい
ます。
まったく分からなかったロータリー財団について必死に
勉強したり先輩に聞いたりして卓話をしたり、東北の被災
地支援の活動をしたり、中身の濃い 11 年間でした。
このような状況の中、歯を食いしばりながら会社の運営
を元通りに戻せるよう努力をして、また皆様の仲間に迎え
てもらえるよう頑張ってまいります。どうもありがとうご
ざいました。

議案文
2022-23 年度岩槻ロータリークラブ理事・役員（案）の件
2022-2023 年度岩槻ロータリークラブ理事・役員（案）
を提出させていただきます。
会員の皆様ご審議の程宜しくお願いいたします。

小田光司
田中芳明
小林佑次

原田晃博
小林 篤
内藤 明

【役員】
小田光司
小林 篤

鈴木真樹
関根信行

田中芳明

出山知宏
関根信行
津多一幸

小林佑次
鈴木真樹
田中芳明
津多一幸
出山知宏
中村

クラブ細則第 5 条第 2 節により、総会員数の 3 分の 2 以上
となるので年次総会として議決可能。
出席者多数の賛成により第 1 号議案は可決されました。
（2021 年 12 月 16 日現在）
会員数
30 名
出席者数
15 名
委任状
11 名

メンバー（50 音順）
荒井 治 本年お世話になりました。来年もよろしくお願い
します。
遠藤隆雄 次年度理事・役員、ご苦労さまです。
小田光司 よろしくお願いします。
小林 篤
小林利郎

岩槻ロータリークラブ
2022～2023 年度 理事役員（案）
【理事】
三浦宣之
鈴木真樹
田畑寛樹

スマイルＢＯＸより

正

原田晃博
増岡昌行
三浦宣之

2021 年岩槻ＲＣ最後の例会です。皆様宜しくお
願いします。
よろしくお願いします。
上半期おつかれさまでした！下期もよろしくお
願いします。増岡さん待ってます！
増岡さん御苦労様でした。体に気をつけてがん
ばってください。再入会を待っています。
よろしくお願いします。
お世話になりました。
会長、幹事、半年お疲れさまでした。残り半分が
んばって下さい。

スマイル報告
本日のスマイル合計
年間累計額

38,000 円
357,000 円

出 席 報 告
会員数
30

リモート出席でのスマイル送金

年次総会よろしくお願いいたします。
おかげ様で還暦を迎えました。ありがとうござ
います。
よろしくお願いします。
年次総会宜しくお願いします。

埼玉りそな銀行岩槻支店

出席数
15

免除者
2

ＭＵ
1

出席率
60.00％

(普)1445466 岩槻ロータリークラブ
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