
 

  

 

 

 

 
 
 

 
 

■ 第4Gガバナー補佐 清水恒信様 ■ グループ幹事 藤嶋剛史様 

■ 大宮西RC 会長 高橋秀樹様 ■ 大宮西RC 幹事 染谷義一様 

■ 岩槻RC 会長 小林利郎様 ■ 岩槻RC 幹事 出山知宏様 

 

 

皆様、こんにちは。表敬訪問にお越し下さ

いました皆様、ようこそ。本日は大勢のお客

様のご挨拶を頂戴いたします事と、各理事の

所信発表もございます。時間が無いと云う事

で、私の会長挨拶は致しません、宜しくお願

い致します。 

 

 

 

◆第４Ｇガバナー補佐 清水恒信様 

 皆さん改めましたこんにちは。岩槻東

クラブさんには、何度かお邪魔している

かと思います。 

性格的には、感情が激しい性格でして、

怒る事は我慢できるのですか、感動した

事に対しては涙腺が緩いのか涙が止まら

なくなる事があります。地区に６年間奉

仕させて頂きまして、バストガバナーや地区の多くの方々にご指導頂きま

したが、果たしてどんなガバナー補佐役が出来るか…判りませんが、ガバ

ナーの意向を皆様にお伝えして参りますので、どうぞご指導を宜しくお願

い致します。尚、隣りはグループ幹事をお願いしております藤嶋剛史会員

です。併せて宜しくお願い致します。 

 

◆小林利郎岩槻ロータリークラブ会長 

 皆さんこんにちは。岩槻ロータリーク

ラブ第55代目の会長を仰せつかりました

小林利郎と申します。幹事の出山知宏会

員と共にご挨拶に参りました。どうぞ宜

しくお願い致します。 

 55周年記念の年ですので、皆様にいろ

いろとび協力をお願い致しますが、どう

ぞ宜しくお願い致します。 

 

 

会長挨拶 丹野寿明会長 

本日の例会 
第1768例会 7月18日(火) 

次回例会案内 
第1769例会 7月25日(火) 

会   場 移動例会 

例会テーマ 納涼例会 

担   当 親睦活動委員会 
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 ◆高橋秀樹大宮西ロータリークラブ会長 

 改めまして、皆さんこんにちは。大宮西クラブ55年

目の会長を仰せつかりました高橋でございます。隣り

は幹事の染谷義一で

ございます。 

 まず、過日(故)青

山いづみ様が突然お

亡 く な り に な ら れ

て、会長・幹事会で

何度かお目に掛かっ

ていましたので、びっくり致しました。お悔やみ申し

上げます。 

 丹野会長様、山崎幹事様には、ご就任誠におめでと

うございます。私どものクラブから第４Ｇ清水ガバ

ナー補佐が、又、地区では公共イメージ部門委員長の

小木曽賢巳会員を輩出しておりますので、クラブを上

げて盛上げて参りたいと考えておりますので、どうぞ

宜しくご支援・ご協力をお願い致します。 

 

 
 

1. 地区より「地区大会記念ゴ

ルフ」の案内が届いており

ます。 

 ・日時 10月16日(月)    

 ・場所 プレステージCC 

2. 地区より「地区分担金納

入」のお願いがまた、第4G清水恒信様より「グ

ループ分担金納入」のお願いが届いております。

我がクラブスタートは27名です。 

3. 第4G直前ガバナー補佐 清水伸洋様より、第4Gの

各行事の精算と共に剰余金返金の案内が届いてお

ります。 

 

 

◆小宮勇前年度会計 

 阿津澤年度の決算を締めたい

と思いますので、未払いの請求

がありましたら、早急に私の方

へ出していただける様、お願い

致します。 

 

◆遠藤光治社会奉仕委員長 

 「岩槻まつりバザー」8/20(日)は、一宿商店街の駐

車場で行います。今までは、３点持参下さいました

が、今年は１人１点のなるべく良い物をお持ち下さ

い。同時に「どじょう掬い」や「チョコバナナ」販売

などの収益金も併せて「手をつなぐ育成会」へ寄付し

たいと思います。 

 

 
 

◆奥津雅史クラブ管理運営委員会担当理事     

 会長方針のもと、楽しくス

ムーズで有意義な、そしてクラ

ブの自力をつける活動を心掛け

努めて参る所存で御座います。 

親睦活動においてはゴルフやカ

ラオケ、ボーリング大会、更に

は旅行や忘年会新年会など行事は目白押しですが、皆

様の明日への活力になる楽しみのある企画を目指して

行きます。 

プログラム・例会については、スムーズで速やかな設

営、設置、運営に努め、楽しい例会づくりを推進しま

す。 

そしてクラブ活性化・研修リーダーですが部門セミ

ナーを始め、今年も RLI をしっかりと学びます。知る

事はとても大切なことだが好きな者には敵わない。ど

んなに好きでもこれを楽しんでいる者にはやはり敵わ

ない。この孔子の「知・好・楽」をお手本に 1年間努

めて参ります。 

 

◆阿津澤清会員増強委員会担当理事 

本年は増強理事ということで

１年間頑張っていきます。また

退会防止という大役でもありま

す。退会を１名でも出さないよ

うにしていきたいです。 

７月８日（土曜日）に大宮ソ

ニックシティーにおいて今年度のセミナーが行われま

した。公共イメージ部門との合同セミナーでした。今

年度の2770地区の目標は2800名ですが、この６月の退

会者がどれほど出るか、いつもですと200名ぐらいの

人が辞めていくそうです。次年度は400名増強をしな

いと目標に届かない勘定になる。特に今年は女性会員

の増強を各クラブ会員数の10％をお願いしますとの意

向であります。今回の合同セミナーでは、如何に公共

イメージを挙げて増強につなげていくかがメインテー

マであります。 

クラブでは飛田さんが入会してくれましたので10％

の目標はクリアー出来ましたが、今年もベテラン会員

の２名退会届が出ました。長年頑張ってこられ大変あ

りがとうございました。 

担当理事所信発表  

委員会報告  
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 今後とも皆様からのご紹介の元、３名の増強を目指

して邁進していきますので、どうぞよろしくお願いし

ます。 

 

◆清水常三公共イメージ委員会担当理事 

 公共イメージ委員会は、「公

共イメージ向上」と「公共イ

メージ認知度の向上」と示され

ております。そこで委員会の活

動といたしまして、国際ロータ

リーからの情報、第2770地区の

情報等を通じて会員に提供し、ロータリーを知っても

らい、更に理解して頂けるように取り組んで参りたい

と思っております。 
 

広報の活動は、新会員をロータリーに勧誘する為、

クラブのストーリーを人々に伝えて頂き、クラブの奉

仕活動に対する関心を高める為、特に毎年行ってい

る、「いわつき祭り」に参加し「ロータリーの目的と

は、何をしている団体なのか」ロータリーの活動内容

の認知度を高めるために、国際ロータリーの徽章であ

りますロゴマークを作成して対外的に知ってもらい、

ロータリーの存在感をアピールし、クラブのイメージ

が更に向上するように、会員皆様方にご支援ご協力を

頂き活動して参りたいと思っております。宜しくお願

い致します。 

 

◆藤田恵子青少年奉仕委員会担当理事 

本年度の基本方針といたしま

しては、丹野寿明会長方針に則

り、ロータリー活動を通して次

世代を担う青少年の健全育成に

協力し努力していきます。 

また、青少年奉仕活動の地区行

事への参加を推奨していきます。 

活動方針といたしましては、皆様にご協力頂き青少年

交換を実施することとなりました。 

〇第１に青少年交換事業について、第４グループの派

遣はフランスへ岩槻高校２年生の稲山竜也君。受け入

れはフランス出身のタリータ・マリー（女性）です。

当クラブ全体で努力と協力をし、日本へ来て成長する

姿を楽しみにしたいと思います。皆様の応援宜しくお

願い致します。 

〇第２に現在岩槻商業高校インターアクトクラブが休

止状態にあるので再開が出来るきっかけを見つけ出す

ように努力していきます。 

〇第３にライラにつきましては、地区事業へクラブ会

員関連の青少年に進んで参加を奨励していきます。 

最後に、不慣れな点ばかりで心もとない理事ではござ

いますがその都度、皆様に相談をしながら事業を進め

ていきたいと思います。そして早速ですが次週のクラ

ブフォーラムにて詳細をご報告させて頂きます。どう

ぞ皆様１年間宜しくお願い致します。  
 

◆遠藤光治奉仕プロジェクト委員会担当理事  

担当委員会：地域社会奉仕・

ブライダル委員会、国際奉仕

委員会、職業奉仕委員会 

基本方針    

 RIテーマ「ロータリー：変化

をもたらす」そして地区運営方

針「新たな行動・新たな感動」を掲げています。又、

RI会長メッセージに「一人一本の植樹」を会員数120

万人で120万本を植えることで地球温暖化のスピード

が和らげる効果があると言っています。クラブでは継

続事業の見直し、世界に目を向け、職業の価値を高

め、地域社会に役立つ事業を見出しクラブの活性化に

繋がることを基本方針とします。 

活動計画     

1. 人形のまち岩槻まつり8月20日に協賛広告への協

力、また「手をつなぐ育成会」と一緒にチャリ

ティーイベントを行い売上金の提供を行う。 

2. 地区補助金を活用して児童養護施設いわつきの皆

さんに移動動物園を開催して動物とのふれ合い、

エア遊具などで楽しんもらう事業を行う。 

3. ポリオ撲滅に向けてペットボトルキャプの回収事

業の実施。 

4. 地域防災対策事業の推進に於いて当クラブ地域に

災害が発生した場合の支援体制を検討し、地域防

災に対する支援ついて事業を準備する。 

5. ブライダル委員会が一緒になりましたので登録者

の増員に協力する。 

6. 公益財団法人埼玉県腎・アイバンク協会への人道支

援について、登録推進にご協力のお願いを行う。 

7. 日韓・日台親善会議への参加。 

8. 発展途上国(タイ、ベトナム)への奉仕活動の協力。 

9. グローバル補助金を利用した奉仕活動。 

10. クラブ会員、外部（事業人）等による卓話。 

11. 地元の小学校にて子供たちによる１本稲のバケツ

による栽培と収穫。 

12. DVD（職業奉仕理念の誕生と発展）の試写会。 
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◆山崎和雄幹事より下記報告がありました。 
 

「段ボール回収益金」報告 

岩槻リサイクル事業協同組合 代表理事 東海英樹様 

7月…700円 8月…520円 10月…200円 11月…200円 

12月…860円 1月…140円 

2月…660円 3月…200円 4月…240円  5月…160円  

6月…360円  合計4,240円 

皆様のご協力に感謝申し上げます。 

 

 

 

 

 

清水恒信様(第4Ｇガバナー補佐) 

 お世話になります。 

藤嶋剛史様(第4Ｇ幹事) 

 本日はお世話になります。 

高橋秀樹様(大宮西RC会長) 

 2017-2018岩槻東RC丹野会長、山崎幹事

年度のスタートを心よりお祝い申し上

げます。 

染谷義一様(大宮西RC幹事) 

 本日は、宜しくお願い致します。 

小林利郎様(岩槻RC会長) 

 丹野会長、山崎幹事、ご就任おめでと

うございます。本日はお世話になりま

す。 

出山知宏様(岩槻RC幹事) 

 今年1年、宜しくお願いします。 

丹野 寿明  清水ガバナー補佐、藤嶋グループ幹

事、岩槻クラブ小林会長、出山幹事、

大宮西クラブ高橋会長、染谷幹事、猛

暑の中ようこそいらっしゃいました。1

年間宜しくお願い致します。 

山崎 和雄  清水ガバナー補佐、藤嶋グループ幹

事、岩槻クラブ小林会長、出山幹事、

大宮西クラブ高橋会長、染谷幹事、猛

暑の中ようこそいらっしゃいました。

当クラブの例会を楽しんで下さい。 

（同趣旨）  菊池 和彦  宮本 和寿 

       杉田 政男  清水 常三 

       山形 照之  小宮  勇 

       阿津澤 清  遠藤 光治 

中里  仁  丹野会長、山崎幹事一年間宜しく。 

清水 裕次・飛田美佐子  

 毎日暑い日が続きます体調に気を付け

て頑張りましょう。 

斉藤 公司  多勢のお客様をお迎えして、賑やかな

例会になりました。有難うございま

す。 

関根 隆光   萩原 秀咲   田中 徹夫 

藤田 恵子   奥津 雅史       

      

ご 報 告 

ニコニコＢＯＸ・出席報告 

 2017～’18年度 岩槻東ロータリークラブ 

例 会 日 毎週火曜日 12:30～13:30 会    長   丹野 寿明 
例 会 場 さいたま市民会館いわつき Tel  048-756-5151 幹    事  山崎 和雄 
クラブ事務局   Tel 048-757-9786  Fax 048-756-5539 会報委員長 清水 常三 

U    R    L http://www.iwatsuki-east-rc.org 
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研修委員会(Training Committees) 

 ガバナーは、ガバナー・エレクトの推薦に基づい

て、地区研修委員会の委員長を務める地区研修リー

ダーを毎年任命しなければならない。地区研修リー

ダーは、研修委員会の委員長を務め、必要に応じて

研修会合や行事の責務を割り当てる。 

委員会は、ガバナーおよびガバナー・エレクトを補

佐して、クラブや地区指導者の研修に当たる責任が

ある。 

ニコニコBOX金額報告  

7/11合計 ４０，０００円 

今年度累計 ８９，０００円 

例会日 総数 出席 欠席 Ｍｕ 出席率 

7/11免除
2名 

28 
(2) 

19 
(2) 7 3 84.61% 

6/25修正 

免除3名 
29 
(3) 

29 
(3) 0 0 100.0% 

出席報告  

大
勢
の
お
客
様
を
お
迎
え
し
て

の
賑
や
か
な
例
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風
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で
す
。

猛
暑
の
中
、
ご
出
席
有
難
う
ご

ざ
い
ま
す
。 


