














































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 4 年 4 月 14 日（木）会長エレクト研修セミナー報告 点鐘：12：30 会場：ふな又 

 

皆様こんばんは！ 

3月 19日に行われました「JSOULプロ 

ジェクト」大変お疲れさまでした。 

新型コロナウイルスにより、事業内容 

の急展開など色々な問題がありました 

が岩槻ＲＣの皆様が共に考え、行動す 

ることにより乗り切り、事業当日を無 

事に迎えられたことを会長として大変ありがたく、また、

嬉しく考えています。 

今はロシアのウクライナ侵攻という大事件の影に隠れて

しまいましたが、トンガ王国の海底火山に対しての義援金

の寄付を集めながら岩槻ＲＣの活動を地域の皆様に知っ

て頂くという初めての事業でしたが、行動することにより

色々と問題点も浮かび上がり、考えることができたと思い

ます。これから、事業の検証をしっかりと行うことにより

これからどのよう訂正していけばいいか、岩槻ＲＣメンバ

ー皆様の御意見を集約しながらしっかりと行動していけ

ればと考えています。 

さて、本日のお花見例会ですが、桜茶屋様の窓の外をご

覧になって頂くと、現在ソメイヨシノはかなり葉桜になっ

ています。今年は 3月の終盤が満開だったと思います。色々

なところで桜を見るたびに、もう少しの間頑張って散らな

いでほしいと思いながら今日を迎えました。幸いなことに

満開になってから気温が随分と下がりましたので桜の花

弁が散るのが随分とゆっくりになりました。まだ半分ぐら

いは花弁の残る葉桜です。4 月の第一例会より 3 月の最終

例会にお花見例会をすればよかったかなと今考えながら

ご挨拶をさせていただいています。しかし、桜茶屋様はソ

メイヨシノ以外の桜や木瓜の花もたくさんありますので

そちらを見ながら親睦を深めて頂ければと思います。私自

身は「花より団子」です。桜茶屋様のおいしい料理を食べ

ながら皆様と共に楽しい時間を過ごしながら親睦を深め

ていければと考えています。 

 

田中年度 第２０回         通算第２７６５例会        令和４年４月７日 
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Weekly Report 
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


 

会長挨拶   第 59代会長 田中芳明 

1. 公益社団法人埼玉県緑化推進委員会から令和 4年「緑の

募金」運動の実施についてのお願いが届いております。 

2. 第 45回岩槻チャリティーゴルフ大会よりご案内。 

令和 4 年 5 月 18 日（水） 紫カントリークラブあやめ

コース 

3. ウクライナ人道支援募金活動ご協力のお願い。 

4. ウクライナへの支援事業について財団部門より更なる

お願いが届いております。 

5. まん延防止等重点措置解除に伴う各集会開催方法に関

するお願いが届いております。 

6. R2770地区 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。 

7. 2021-22年度 会員増強維持委員会から入会 3年（2018

年 7月 1日以降入会者）の会員限定「ロータリーを愉し

む会」開催のご案内が届いております。 

8. 2022年 4月のロータリーレートは 1ドル＝122円です。 

9. 2022-23年度フィリピン支援案件が届いております。 

10. 日台ロータリー親善会議 福岡大会のご案内。 

2022年 5月 6日（金）16：00～ 

ホテルニューオータニ博多 4F 鶴の間 

11．財団室 NEWS 2022年 4月号が届いております。 

12．ハイライトよねやま Vol 264 が届いております。 

13．財団室 NEWS 2022年号外が届いております。 

14．公益社団法人 米山梅吉記念館から館報 2022春号 Vol 39

と「賛助会員」募集のお願いが届いております。 

15．武州岩槻総鎮守久伊豆神社春季例大祭中止のお知らせ。 

16．さいたま市特別支援教育振興会より、さいたま市特別支

援教育振興会活動の見直しについてのご報告。 

17．埼玉県立岩槻商業高等学校より令和 4年度入学式のご来

賓ご招待の自粛のご連絡が届いております。 

18．人形のまち岩槻・まちかど雛めぐり実行委員会より御礼

およびご報告書が届いております。 

19．公益社団法人さいたま観光国際協会 IEC News 38号。 

20．大宮西 RC、大宮北 RC、大宮東 RC、岩槻東 RC、大宮北東

RC,大宮南 RCから 4月例会予定表が届いております。 

21．大宮西 RC大宮北 RC、大宮北東 RCから週報。 

22. 城北中学校野球部全国大会出場に際しての寄付の御礼

が届いております。 

以上 22点 よろしくお願いいたします。 

 

 

 
幹事報告         幹事 小田光司 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

出 席 報 告 
会員数 出席数 免除者 ＭＵ 出席率 

28 14 2 4 71.43％ 

 

スマイル報告 
本日のスマイル合計 30,000 円 

年間累計額 488,000 円 

 

遠藤隆雄 花見例会よろしく。 

小田光司 よろしくお願いします。 

小林 篤 よろしくお願いいたします。 

鈴木真樹 よろしくお願いいたします。 

関根信行 よろしくお願い致します。 

田口雅弘 よろしくお願いいたします。 

田中芳明 花見例会、楽しい響きです。沢山おいしいものを 

食べて私自身楽しみたいと思います。 

田畑寛樹 皆様本日もとても楽しみに参りました。何卒宜し 

くお願い申し上げます。 

津多一幸 お花見例会よろしくお願いします。 

内藤 明 よろしくお願いいたします。 

中村 正 花見例会よろしく。 

原田晃博 よろしくお願いいたします。 

松永 豪 よろしくお願いいたします。 

三浦宣之 本日は宜しくお願いします。 

事務局渡辺 お花見例会よろしくお願いいたします。 

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 

2022年 花見例会                                   桜茶屋 

誕生祝い 

遠藤隆雄会員（9 月 15 日） 

遅くなりましたが お誕生おめでとうございます！ 

 

4月誕生祝い 

13 日 岡野育広会員  20 日 金子英二会員 

23 日 鈴木 隆会員   29 日 伊藤健太会員 

 

主管のプログラム・親睦委員会 原田委員長、 撮影の 

会報・広報委員会 内藤委員長、大変お疲れ様でした🌸 
 


