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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
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通算第２７６３例会

第 59 代会長 田中芳明

皆様こんにちは！

本日の挨拶はかなり私見が入ることを

ご了解いただければと思います。

ロシアがウクライナに侵攻して約
2週
間になります。侵攻というよりは戦争と

いう方が正しいニュアンスになってきた

と思います。当初はウクライナの親ロシ

ア派が多い東部地域に侵攻しそう、というニュースでした
が蓋を開けてみればウクライナの大都市を制圧する為の大

規模侵攻になっています。プーチン大統領の要求は NATO

加盟を諦め親ロシア政権の樹立、対するゼレンスキー大統

領は国民に民衆主義の為、徹底抗戦を呼びかけ、軍隊以外
の国民もそれに応えています。西側諸国が支援物資だけで
なく、武器・弾薬を援助する為に一般国民もこのままでは
最後まで応戦することになると思います。まだわかりませ
んが、ゼレンスキー政権が倒れてもウクライナ人は自国領
の為、国民の戦意が下がらないかぎり、アメリカにとって
のベトナム、ソ連にとってのアフガニスタンのようになっ
ていくと考えられます。泥沼です。日本もすぐに他の西側
諸国と同様に対ロシアの経済制裁を行いましたが、私は岸
田政権に日本の国益のことを考えながら動いてほしいと思
っています。日本はロシアとの間に北方領土問題を抱えて
いるからです。本日、プーチン大統領は北方領土を経済特
区にする法案に署名しました。多国籍の企業が入る為、少
しも日本に返還されることがなくなることが確定しまし
た。これは、戦火がないだけでクリミア半島などの領土が
ロシアにとられたウクライナと同じ状況です。第 2 次世界
大戦の時、日本には最終的に国際的な味方がいなく補給路
がありませんでしたので、政権が倒れれば終了です。現在
は日本の隣国が日本の領土に侵攻してきたとき、西側諸国
に属しているので多分、日本国民の戦意がなくならない限
り日本国の政権が倒れても、倒れなくても食料・武器・弾
薬は供給され続けます。戦いは継続できます。日本の領土
がとられるとき私も合せ今の日本国民の皆様はウクライナ
国民のように武器を手に戦えますか？この質問は自問自答

◆次回の例会◆

令和 4 年 3 月 19 日（土）

令和４年３月１０日

の部分も入っています。今の国際情勢の中で「領土を守る
為の武器を手にすること」の議論を放棄することほど危険
な考えはないです。私は、どのようにしていけば日本古来
の領土が守れるか、家族・会社・団体等色々なところで議
論できるような社会になればいいと考えています。

幹事報告

副幹事 小林 篤

・国際ロータリー第 2770 地区より
「コロナ禍の例会運営についての原稿
募集」の案内が届いております。
各クラブで例会運営をどのようにして
いるかをガバナー月信で紹介する投稿
を募集しています。提出期限 3 月末日
までです。
・国際ロータリー2770 地区より「YouTube 動画 みらいの
扉―まっチャンネル」のご案内が届いております。
・RI 日本事務局より財団室 NEWS３月号が届いております。
・大宮西ロータリークラブ、大宮北ロータリークラブより
週報が届いております。
回覧いたしますのでご一読ください。以上幹事報告です。

Ｊｓｏｕｌプロジェクト

会場：岩槻駅クレセントモール

クラブ協議会
2021～2022 田中年度 岩槻ロータリークラブ
クラブ協議会 議案書

クラブ協議会
第 1 号議案
・日
・場
・司

令和 4 年 3 月 10 日

時：2022 年 3 月 10 日（木）12：30 点鐘
所：料亭ふな又 2 階例会場
会：副幹事 小林 篤

1. 開

岩槻ロータリークラブ
議案提出
添付資料

会員各位

会長エレクト
有

鈴木

真樹

会

2. 出席者及び資料の確認

副幹事

小林

篤

本日の出席者 14 名
委任状 9 通
総会員数 28 名の 3 分の 2 以上の出席をもって
クラブ協議会が成立致します。

議案文
2022‐23 年度岩槻ロ－タリークラブ組織図（案）の件
2022‐23 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。
会員の皆様、ご審議の程よろしくお願いいたします。

会員全員へクラブ協議会開催の案内とともに事前にメー
ルおよびＦＡＸにて資料を配信しております。また、本
日も出席者のお手元に資料を配布致しました。

3. 挨

拶

会長

田中芳明

4. 審議事項
〇第 1 号議案【2022～23 年度クラブ組織図（案）
】の件
添付資料：有
議案提出者
会長エレクト 鈴木真樹
賛成多数により可決致しました。
（質問無し）
5.その他

発行：会報・広報委員会

副委員長 内藤 明

委員

中村 正

田畑寛樹

岡野育広

Ｊsoul プロジェクト

Ｊｓｏｕｌ プロジェクト事前準備
事業総括責任者 出山知宏
国際支援責任者 小林 篤
広報責任者
鈴木真樹

タイムスケジュール
2022年3月19日（土）
◇ 08:45 クラブ事務所集合
◇ 08:50～08:55 ミーティング
◇ 08:55～ 会場へ
◇ 09:00 設営開始
・J-soulプロジェクトPRブース
・ロータリー広報ブース
◇ 10:00 設営終了
◇ 10:00～10:30 各ブース運営確認と募金箱設置

「J soul」 とは 「大和やまと心ごころ」
― Japan soul ―
大和心の代表的な心の一つに
「利他の心」 があります。
本事業は、日本人が大切にする利他の心で、
地域そして世界の人たちに笑顔を届けること
を目的としています。

平素よりロータリー活動へのご理解ご協力を賜りまし
て、誠にありがとうございます。
2020年～2021年、出山年度にクラブビジョン・戦略計画の
３ヶ年計画として立ち上げた『J soulプロジェクト』も今
年度で２年目となります。

※募金箱の設置場所は、各店舗の店先テーブルに
設置させていただく。（キッチンカーに関して
は、各店舗ではなくエリア内の指定場所に設置）
◇ 10:30～ 開始準備
◇ 11:00 イベントスタート
※昼食はお弁当をご用意しますので、空き時間に
各自の判断でお願いします。
◇ 15:30～ 募金箱回収
◇ 16:00 イベント終了
◇ 16:00～16:30 撤収作業
◇ 16:30～ クラブ事務所へ

初年度は残念ながら新型コロナウィルス感染症による
社会情勢に鑑みてやむを得なく中止とし、未だに収束の兆
しが見えない状況が続く中、キッズダンス・フェス企画を
変更し、J soulプロジェクトのPRイベントを中心に、ロー
タリークラブの広報活動を実施する運びとなりました。
当日は地元の団体WATSUストリートマルシェとの合同開
催とし、J soulプロジェクトの趣旨と私たちロータリーク
ラブの活動をご理解いただいた上で、各出店団体含め募金
箱の設置もご協力いただける事となりました。
そして支援先は、今年１月１５日にトンガ沖で起こった
大規模噴火・津波による被害を受けたトンガ王国を予定と
しております。

◇ 16:45～ 募金額確認とミーティング
◇ 17:00 ― 解散 ―
注：悪天候による中止の判断は共同開催のストリー
ト・マルシェ側との協議となり、朝８時半～９時に
決定するため、一度クラブ事務所へご集合ください。

３月１９日（土） 『J soulプロジェクト』
PRイベントへ
会員皆様の出席を宜しくお願い申し上げます。

◆次回の例会◆

令和 4 年 3 月 19 日（土）

Ｊｓｏｕｌプロジェクト

会場：岩槻駅クレセントモール

Ｊsoul プロジェクト

岩槻ＲＣ活動動画 小林利郎会員/制作

スマイルＢＯＸより
荒井 治
小林 篤
小林利郎
小林佑次
鈴木真樹
関根信行

本日もよろしくお願いします。
クラブ協議会よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本日のクラブ協議会宜しくお願いします。
よろしくお願いします。

田中芳明

クラブ協議会、会員の皆様よろしくお願い致し
ます。また、Ｊｓｏｕｌプロジェクトの説明ありがとう
ございます。
皆様、本日も何卒宜しくお願い申し上げます。
よろしくお願いいたします。

田畑寛樹
出山知宏
中村 正
原田晃博
松永 豪
三浦宣之

よろしく！
よろしくお願い致します。
本日もよろしくお願いいたします。
鈴木エレクト、小林副幹事、本日は宜しくお願い
します。

スマイル報告
本日のスマイル合計
年間累計額

17,000 円
458,000 円

出 席 報 告
会員数
28

リモート出席でのスマイル送金
発行：会報・広報委員会

埼玉りそな銀行岩槻支店

副委員長 内藤 明

委員

出席数
14

免除者
1

ＭＵ

出席率
53.57％

(普)1445466 岩槻ロータリークラブ

中村 正

田畑寛樹

岡野育広

