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清水伸洋様

阿津澤 清会長

本日はガバナー補佐清水伸洋様ようこそおいで
下さいました。今年１年間お世話になります。
先週から１週間が過ぎまして、いろいろな動き
が活発になって来ました。現在、増強委員長の菊
池さんと増強で挨拶回りをしております。是非、
皆様の紹介をお願いします。
この度の参議院議員選挙は１８歳からの初めての選挙権を得た人達が投
票されました。本当にこの年で政治の事を考える事が出来るのかと思い
ます。
自分の事を考えますと、あの頃は異性の事が気になったり、格好つけ

次回例会案内

たり、勉強をしなくては落第になりそうだし、麻雀を覚えたり、スポー

第1721例会 7月26日(火)

ツをやってしごかれたり、あとで振り返ると苦労が多い時でしたので、

会
場 市民会館いわつき 301
例会テーマ 卓話
担
当 クラブ研修リーダー
委員会

そこまで考える事が出来たでしょうか。教育でも政治の時間を作って教
えていかないといけないと思います。
各国とも政治が安定しないと政情不安になり争いごとが多くなり、や
がて戦争になってしまうので大事な事なのですが、今後洗脳されて若い
ので悪い方に行かないように指導していく。
先週もバングラディシュでの「テロ」日本人も巻込まれ７人の優秀な
人達が亡くなりました。イラクでも爆発テロが多く起きています。トル
コのクアラルンプールでも起きました。人間が洗脳されると駄目なもの
でも良くなってしまう。以前オウム真理教の事件もありましたが、これ
も大学の最高学部を出た人が幹部に沢山いました。人殺しなどは殺さな

いと自分がやられてしまうと洗礼されると命令に逆らえない様になって
しまう。
爆弾テロも家族には、良い暮らしをさせてあげるからと、お金で吊ら
れて命を落としてしまう人もいます。世界の争い事などないようにと、
ロータリーも活躍していますが世界の情勢を見ると道は険しいし、とて
も難しいと思いますが、手を差し伸べていくしかないのであります。
かって日本も貧しい時代があり、国中で殺し合いをしていたのですから。
戦後は、素晴らしい発展を遂げ、今では便利すぎる世の中になっていま
す。何でも便利でこれで良いのかな？…と思う時があります。
昨年から宇宙に行く飛行士が日本から次々と出ています。去年は元自
衛隊の油井亀美也さんが、５か月間の滞在でした。今回も大西卓哉（４
０）宇宙飛行士が米・露の飛行士と一緒に国際宇宙ステーションに出発
しました。４か月間の滞在だそうです。ソユーズロケットでバイコヌー
ル宇宙基地から７日に打ち上げられました。素晴らしい事です。今後も
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宇宙開発に協力していける人を一人でも多く排出して

・場所 大宮「清水園」

いかなければならないと思います。

4. 地区より「ＲＬＩパートⅠ」の案内が届いております。
・日時

8月27日(土)

9時30分 開会

・場所 越谷コミニティセンター

お客様ご挨拶
◆第４グループガバナー補佐

5. 地区より「青少年交換委員会より」案内が届いて

清水伸洋様

おります。

皆さんこんにちは。今年度、

6. 地区より「RYLA」報告書が届いております。同じ

浅水尚伸ガバナーより第4グ

くガハナー月信７月号」が届いております。

ループガバナー補佐の拝命を受

7. 第４G遊馬ガバナー補佐より、「ＩＭ報告書」が届

けました大宮東ロータリークラ

いております。いずれもレターケースに入れてあ

ブの清水伸洋と申します。今年

ります。

６２歳になります。岩槻東ロー
タリークラブ第３７代会長の阿津澤清様、幹事の藤堂

委員会報告

昇様、ご就任おめでとうございます。どうぞ輝かしい

◆宮本和寿財団担当理事

一年になりますようご祈念申し上げます。６月末に武
蔵一宮「氷川神社」にて、お祓いして頂き、身を清め

去る7/10の日曜日に「ロータ

て参りました。この一年間大役が無事に務まりますよ

リー財団学友シンポジュウム」

う祈願致しました。どうぞ一年間宜しくお願い致しま

へ参加して参りました。第一部

す。職業は花屋です。岩槻のマミーマート２階でボヤ

はテーマに「発展途上国の進歩

騒ぎがあり、内から出火した訳では有りませんが、約

への支援と国際的環境保全に対

１か月間休みました。例年と比べると１割位売り上げ

する私達の奉仕」でした。又、

がダウンしてしまいました。

シンポジストは、元財団奨学生の５名でした。参加し

第4グループのＩＭは２月１６日に予定しておりま

て私が感じた事は財団に会員皆様が寄付する事によっ

す。チャリティゴルフも4/14に予定しておりますの

て、多くの発展途上国への支援や財団奨学生を派遣す

で、今の内に日程に組み入れて頂きたいと思います。

ることが出来、結果的にロータリーの奉仕に繋がる事

一年間楽しい年度にしたいと思っておりますので、ご

になる…と感じました。

協力を宜しくお願い致します。

担当理事及び委員長所信発表
ロータリー入会３７年目にして、
初めての「ロータリーの目的」と
「四つのテスト」斉唱を行う豊住
昇二会員(今年度職業奉仕委
員長)一年間宜しくお願いしま
す。

◆奥津雅史管理運営担当理事
皆さんこんにちは。今年度ク
ラブ管理運営委員会担当理事を
仰せつかりました奥津です。一

年間宜しくお願い致します。こ
の部門は二つの委員会から成り

幹事報告

藤堂 昇幹事

立っており、先ずクラブ活性化
委員会では、ＲＩ会長賞へのチャレンジ並びにガバ

1. 地区より「規定審議会報告

ナー補佐と連携して、様々な研修会を楽しく実施す

会」の資料が届いておりま

る。親睦活動委員会は参加率が高まるワクワクする様

す。回覧致します。

な企画・立案、会員同士の友情、そして家族の愛情が

2. 地区より「奉仕プロジェク

深まる様な楽しい計画の実行などを考えております。

トセミナー」の案内が届い

プログラムでは、ロータリー月間にそったプログラム

ております。
・日時

8月６日(土)

活動を、又、会員卓話を中心に楽しい例会作りを推進

12時3０分 開会

する。例会委員会は毎回の例会がスムーズに行われる

・場所 越谷サンシティ

よう楽しく速やかな設営・設置・運営に努めて参りま

3. 地区より「管理運営部門セミナーの案内が届いて

す。これは地区やＲＩの基本方針に則って皆さんのご

おります。
・日時

8月7日(日)

指導を頂きながらやって行きたいと思います。

14時00分 点鐘
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昨年はゴルフを４回程行いましたが、参加者からの

問題点は

要望もあり、月例会のような事も考えております。結

・ 入会してのメリットが判りづらく認知度が低い

婚・誕生月の祝い品は誕生が「カタログギフト」で好き

・ 声掛けや話しかけが少なく、例会に活気がない

な物を選んで頂く、結婚がヤハギ園の胡蝶蘭と致しまし

・ 若い会員の参加しやすい環境づくり

た。その際には、スマイルを忘れずに入れて下さい。

・ 会員の高齢化と体調不良
・ 入会金や寄附金、会費以外の経費負担が掛かる
・ 若い会員による昼間の例会参加が難しい

◆菊池和彦会員増強・退会防止委員会担当理事

規定審議会採択事項の発表を受け、実際にクラブ細

皆さん、こんにちは。阿津澤
年度の会員増強委員会を担当し

則を変更したクラブがあります。

ます菊池です。会員増強委員会

例会を月3回にした。（例会費用の削減と会員のスケ

は初めてで、とても大役ですが

ジュール減）

諸先輩の力をお借りして努める

入会金は廃止。

所存です。どうか1年間宜しく

会員を正会員・準会員・法人会員・家族会員に分け

お願いします。会員増強の重要性について、改めて申

て、年会費も14万円・8万円・8万円・5万円にした。

し上げる必要は無いと思いますが、クラブの活性化、

法人会員は銀行、証界会社、一般会社です。

存続の為に必須です。阿津澤会長のリーダーシップに

準会員は3年～4年で正会員になってもらう。

より、全会員が一丸となって増強への強い意識を持ち

若手と女性会員を増やす。女性の方が強い意志が有

ましょう。今年度は純増5名が目標です。結果を出す

る。

事が大事です。

増強委員会の卓話は8月9日（火）です。

例会時には増強のスローガンを掲示する事にしまし

増強には例会内容の充実もひとつの要素です。

た。増強委員である加藤会員の「みんなの力で会員増

この日は井原 實 直前ガバナーに卓話をお願いしてお

強」が満場一致で決まりました。

ります。是非大勢の御出席をお願いします。最後に今

委員会においては増強のメンバーだけでなく、参加希

一度増強へのご協力をお願いしまして、所信表明と増強

望の方はどなたでも出席をお願いします。

セミナーのご報告を終わります。有難うございました。

出席奨励につきましては、数回続けて欠席した会員が

◆清水裕次クラブ広報・会報担当理事

いれば、その理由等を調べ、目配り、気配りをして、
常に全会員への関心を持ちましょう。

阿津澤年度、クラブ広報・会
報担当理事を仰せつかりました

7月2日（土）に越谷コミュニティセンターにて今年

清水裕次でございます。一年間

度の会員増強維持部門のセミナーが開催されました。

宜しくお願い致します。この委

2770地区の現会員数は約2,600名で、今年度浅水ガバ

員会はロータリー情報委員会委

ナー年度の目標は3,000名です。

員長に関根隆光さん、クラブ研

田中徳兵衛ガバナー年度より増員の傾向となっています。

修リーダー委員長に遠藤光治さんになって頂いており

当クラブは地区における会員数では73クラブの内真ん

ます。私もロータリーに入って２５年目になりますが

中程ですが、当地区のクラブ平均人数36名より下回っ

昔はロータリーの歴史の中で広報しない事が美徳とさ

ています。クラブ運営を考えますと会員数40名が最低

れておりましたが、もはや時代遅れの感がし、一人で

目標だと思います。

も多くの方にロータリーを知ってもらい、そして理解

次に増強の取り組み方と問題点について集約した事

して頂けるような活動をして行きたいと思っておりま

項をお話しします。

す。具体的には、ロータリーの友を地元地域の人に見

・ 会員一人一人が増強委員という認識で危機感を持つ

てもらう為に、銀行、病院などに置いて頂けるように

・ 二世会員や退会者の御子息を誘う

お願いする。又、ロータリアン自身の家族、会社の従

・ 職業分類の穴を埋めるようにする（弁護士、司法

業員への広報活動など。地区の広報委員会では、次の

書士、不動産他）

様なスローガンを掲げています。

・ 夜間例会や懇親会を増やす

「ロータリーにもっと興味を持とう」「仲間を増やす

・ 若い会員や新会員に紹介して頂く

為の広報を」このスローガンのもと、クラブ会員全員

・ 入会金や会費を減額する

が広報担当委員と思い一人でも多くの人に広報し、そ
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の結果として、一人でも会員増強が出来たなら良いと

ニコニコＢＯＸ・出席報告

思っております。

第4Gガバナー補佐 清水伸洋様(大宮東RC)
阿津澤会長、藤堂幹事、ご就任おめで
とうございます。輝かしい一年になり
ますよう祈念申し上げます。
阿津澤 清 清水ガバナー補佐、どうも有難うござ
います。宜しくお願い致します。
藤堂
昇 クラブ奉仕の理事、委員長さん、今日
は宜しくお願いします。
加藤 和正 第４Gガバナー補佐清水伸洋様クラブ訪
問に感謝します。
宮本 和寿 清水第４Gガバナー補佐ようこそ、早速
お越し頂き有難うございます。
豊住 昇二 ロータリー在籍３７年目ですが、初めての
「Ｒの目的と四つのテスト」です。
清水 裕次 これから毎日暑い日が続きますが、体
に気を付けて下さい。
斉藤 公司 清水ガバナー補佐、ようこそ。ご指導
宜しくお願いします。
菊池 和彦 会員一丸となって増強を頑張りましょう。
杉田 政男 猛暑の折柄、熱中症にご注意下さい。
水分補給を忘れずに。
清水 常三 第４Ｇガバナー補佐、清水伸洋様、よ
うこそ。
奥津 雅史 今年度、初参加です。宜しくお願い致
します。
遠藤 光治 連日の暑さに大変です。
小宮
勇 暑い暑いと言ってはいけないから、雨
が欲しいですね。
青山いづみ 暑くなりました。忙しくなりました。
中里
仁 今年はカラ梅雨に終わりそう？
橋本かほる 暑いですね。
田中 徹夫
星本 幸男
萩原 秀咲
山崎 和雄
水戸
恵
藤田 恵子

◆遠藤光治クラブ研修リーダー委員長
皆さんこんにちは。今年度ク
ラブ研修リーダー委員会委員長
を仰せつかりました遠藤です。
委員会は私と青山会員の二人で
す。６月1８日に、地区による
「ク ラ ブ 研 修 リ ー ダ ー セ ミ

ナー」が行われました。早くから私も出席するつもり
で申し込んでおりましたが、急遽、大腿骨の骨折をし
て入院してしまいましたので、出られませんでした。
その時の資料が送れておりますので、今月末(26日)の
担当例会には、この資料を基に話したいと思っており
ますが、ページ数が少なく時間を持て余すような感じ
が致します。地区担当の下和雄さんに卓話に来て頂け
れば…とも思っております。委員会奉仕と致しまして
は、会員一人ひとりロータリークラブの基本を理解し
て、クラブ活動が楽しく出来るように委員会活動を
行っていきます。又、クラブ、地区のロータリー活動

には、積極的に参加します。そしてクラブ内の各委員
会とも情報交換を行い、クラブ活性化に向けて歩んで参
りたいと思っておりますので、宜しくお願い致します。

◆宮本和寿例会委員長
今年、阿津澤年度で例会委員長を仰せつかりました
宮本です。私の方から一言発表させていただきます。
今年度は例会場の並び方を変えてみました。先ほど会
長の方からもお話がありましたが、皆の顔が見えて良

ニコニコBOX金額報告

い事、私語が大分減った事などの他に、これは従来か

らやっている事ですが、笑顔で握手…は、大変なごや

7/12合計

２７，５００円

かな雰囲気になって例会が始められ、非常に良い事だ

今年度累計

７３，５００円

と思って今年も続けてやって参ります。
ロータリーの例会自身は自分自身の受け止め方にあ

出席報告

るのであって、決して楽しいものでも嬉しいものでも
ありません。これを自分が如何に捉えるかにあると思

例会日

総数

出席

欠席

Ｍｕ

出席率

いますので、ことし一年皆で有意義な楽しい例会で

7/12免除
2名

28
(2)

23
(2)

3

2

96.15%

6/26修正
免除2名

31
(2)

31

0

0

100.0%

あった…と思えるような例会にしていきたいと思いま
すので、宜しくお願い致します。

2016～’17年度
例 会 日
例 会 場
クラブ事務局
U R L

岩槻東ロータリークラブ

毎週火曜日 12:30～13:30
さいたま市民会館いわつき
Tel 048-756-5151
Tel 048-757-9786
Fax 048-756-5539
http://www.iwatsuki-east-rc.org
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