
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

■ 宮本和寿会員 お誕生祝い 

■ 山崎和雄会員 ご結婚記念 

 
 

■ 大宮北東RC 小暮昭弘会長様   

■ 大宮北東RC 長谷川秀昭幹事様  

■ 手をつなぐ育成会 岩槻区支部長 黒澤敦子様 

 

 

 皆さん、こんにちは。 

 本日は大宮北東クラブの小暮会長、長谷川幹

事様お忙しいところ当クラブにご訪問頂きまし

てありがとうございます。今後とも宜しくお願

い致します。 

 手をつなぐ育成会、岩槻区支部長 黒澤様よ

うこそいらっしゃいました。先日の岩槻まつりでは互いに協力しあっての

イベントでしたが、楽しかったですね。今回からやり方を変えてみました

が、何かその先がおぼろげに見えて来た気がしたのですが…如何だったで

しょうか。その時々の時代に合ったやり方に変化させながら今後とも長い

お付き合いが続いて行ければ一番良いと望んでおります。 

 今朝7時10分頃ここ「市民会館いわつき」で、稲山君をクラブの有志と

共に見送りました。成田空港を12時出発とのことでしたので、今頃飛び

立ったくらいかなと思います。今朝はJアラートが作動し各局ニュースが

慌ただしく北朝鮮からミサイル発射されたとの報道がされていました。稲

山君出発の日に何てことだと思いましたが、搭乗する飛行機がエアロフ

ロート・ロシア航空だったと思い出し北朝鮮が暴れる日には一番安全な航

空会社だったなと、彼は良い選択をしたなと少し安心できました。 

 本日この会館で「安全運転管理者講習」が開催されているとの事で周り

の駐車場が満杯でスペースを探すのに、皆様大変だったと思いますが、多

くの会員が出席してくださり感謝に堪えません。この後も盛り沢山の内容

が控えておりますので、これで私の挨拶を終了させていただきます。あり

がとうございました。  

 

 
 

◆大宮北東ロータリークラブ会長 小暮昭弘様 

大宮北東ロータリークラブ会長

の小暮と申します。今日は長谷川

幹事と共にご挨拶に伺いました。

すでにいろいろな役職で何回かこ

のクラブにお邪魔させて頂いてお

ります。一年間真面目にクラブ運

営をさせて頂きたいと思いますの

で、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1774例会 9月5日(火) 

次回例会案内 
第1775例会 9月26日(火) 

会   場 市民会館いわつき 301 
例会テーマ 夜間例会 

詳細は、9/5の理事会にて決定。 

９月お誕生日･ご結婚記念の 

皆様おめでとうございます！ 

 ９月１２･１９日(火)は、 

規定により休会です。 

第8例会 2017年9月5日発行 

会   場 市民会館いわつき 301 
点   鐘 12:30 
例会テーマ クラブフォーラム(続き) 

担   当 長期ﾋﾞｼﾞｮﾝ･指名委員会 

斉   唱 君が代･奉仕の理想 

ご来客紹介 丹野 寿明会長 

結婚誕生祝 親睦活動委員会 

会 長 挨 拶 丹野 寿明会長 

幹 事 報 告 山崎 和雄幹事 

委員会報告 

スマイル報告 例会委員会 

出 席 報 告 出席奨励委員会 

次回例会案内 宮本 和寿例会委員長 

お客様紹介 
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 ◆大宮北東ロータリークラブ幹事 長谷川秀昭様 

大宮北東ロータリークラブ幹事の長谷川と申します。 

一昨年はグループ幹事として皆様にいろいろと教えて

頂きながら勉強をさせていただきました。今年は幹事

として又、何かとお世話になりますので、宜しくお願

い致します。 

 

◆手をつなぐ育成会岩槻支部長 黒澤敦子様 

 皆様こんにちは。先日の「岩

槻まつり」でもご協力を頂き有

難うございました。会員も少な

めになり、今年はどうなるのか

なぁ～と思いましたが、お陰様

で楽しくやらせて頂きました。

ご寄付のご協力も沢山頂きまして、有難うございます。 

 

 
 

1. 国際ロータリーより、９月

のロータリーレートが１弗

109円のメールが届きまし

た。因みに8月は1弗111円で

した。 

2. 地区より「九州北部豪雨災

害義援金協力のお礼とご報告」が届きました。 

 総額で3,042,607円でした。我がクラブからも1名

1,000円で29,000円を予備費より振り込みました。 

3. 地区より「マスコミ各社とロータリークラブの懇

談会」の案内が届きました。 

 ・日 時 9月15日(金)PM6:00 登録料 1名7,000円 

 ・場 所 ラフレさいたま  

 会長・幹事・広報委員長宛て届いております。 

 希望者は事務局まで(8月末日迄) 

4. ロータリー財団設立50周年式典の案内が届いてお

ります。 

・日 時 平成30年2月4日(日) AM10:00   

・登録料 1名10,000円 奨学生は 5,000円 

・場 所 グランドニッコー東京 台場  

  パレロワイヤル(地下１階)  

 会長・幹事・米山担当者宛てで届いております。 

 希望者は事務局まで(9月15日迄) 

5. 地区より「RLIパートⅡ」の案内が届きました。 

 ・日 時 9月15日(金)AM9:30  

 ・登録料 1名7,000円(懇親会含む) 

 ・場 所 さいたま市民会館おおみや  

 希望者は事務局まで(8月末日迄) 

6. 地区より加藤和正会員に「RLIディスカッション

リーダーの委嘱書」が届いております。 

7. 米山梅吉記念館より「2017年秋号の官報」と賛助

会員入会のお願いが届きました。 

           回覧します。 

8. 日本テレビ取材依頼書が届いております。 

 「留学生とホストファミリーの交流に関して」     

  理事会で検討します。 

9. 「第１回来日学生オリエンテーション」が行われ

ます。 

 ・9月3日(日) PM2:00～PM5:00まで 

 田中パストガバナーと藤田委員長、タリータ 

 

 
 

 地区ガバナー 大貫 等様より、「ＲＬＩディスカッ

ションリーダー」と

して、加藤和正会員

に委嘱書が届きまし

た。丹野会長より授

与されました。 

 

 

 

 
 

◆藤田恵子青少年交換担当委員長 

 先ほど、会長の方から細かく

ご説明して頂きましたので、私の

方からは省かせていただきます。 

今朝、稲山君が此処、市民会館

を朝8時に出発して成田から出

発致しました。タリータも日常

の生活に大分慣れて参りま

した。会員皆様も何処か出

掛ける予定がありました

ら、タリータも誘って頂け

ると有難いです。宜しくお

願い致します。 

 

◆橋本かほるロータリー財団担当理事 

 幹事報告にもございました

が、9月のロータリーレートが

109円になりましたので、ご寄

付の協力を宜しくお願い致しま

す。 

 

委嘱書授与  

委員会報告  

 IWATSUKI-EAST ROTARY CLUB WEEKLY REPORT 

幹事報告 山崎和雄幹事 
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 ◆遠藤光治社会奉仕委員長 

 先日の岩槻まつりでは、皆さ

んにご協力を頂き有難うござい

ました。大成功に出来たのでは

ないかと思います。当日の売上

げ金について、ご報告させてい

ただきます。 

 模擬店売上げ金…110,410円  バザー売上げ金…

31,000円(この中には現金にて寄付して頂いた分も含

まれております。) 

又、模擬店の中には、飛

田会員に提供して頂いた

野菜の売上げ金も入って

おります。 

 

 

 
 

「長期ビジョンに関してクラブフォーラム」 

◆司会:山崎和雄幹事 

 本日は昨夜行われました「長期ビジョン・指名委員

会」に基づいてクラブフォーラムをこれから開催致し

ます。 

初めに当初

この委員会

の設置を手

掛けられた

斉藤公司パ

スト会長に

そのいきさ

つについて

の話をして頂きます。 

 

◆斉藤公司長期ビジョン委員 

「岩槻東ロータリークラブ長期ビジョン委員会 

の設置について」 

 岩槻東RC設立して11年目の事

です。(平成3年6月の事)皆さん

の会社では、5年10年先を考え

て経営されていると思います。

ロータリーは単年度運営が大き

な特徴であります。しかしクラ

ブの将来を考えて資料の収集、調査、検討を行う委員

会が必要であると思います。 

 その成果の一つとして岩槻市も当時、15万人都市を

目指して都市計画が進められておりましたので、岩槻

東ロータリークラブ創立15周年記念事業として、新ク

ラブの岩槻中央RCが誕生しました。長期ビジョン委員

会設置について一部、反対者がおりましたので、次の

様に説明をして了解を頂きました。「東クラブの明日

を考える会」その委員会は東クラブの将来を考える会

であって、事業を実行する会ではありません。又、各

単年度にもの申す会でもありません。 

クラブの将来の為に、資料を収集、調査、検討し、そ

れを皆さんに報告し、話し合う。いわば「縁の下の力

持ち」的な存在でありますので、お間違えの無いよう

に…と話しました。 

 私は、この考え方、姿勢はまちがっていないと思い

ますので、長期ビジョン委員会の話し合いはもっと

もっと頻繫に行った方が良いと思います。(この後、

クラブフォーラムが活発に行われました。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日のテーマ クラブフォーラム  

 IWATSUKI-EAST ROTARY CLUB WEEKLY REPORT 

写真上は401号室例会風景、右下は司会の宮本 

例会委員長、左下は会計の関根会員、ご苦労様で

す。 

上の写真は出席報告スマイル報告の小宮、平野、

斎藤会員です。お疲れ様です。 
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◆      ◆ 

 

 

 

 

 

小暮昭弘様(大宮北東RC会長) 

 岩槻東RCの皆さん1年間宜しくお願い致

します。 

長谷川秀昭様(大宮北東RC幹事) 

 丹野会長、山崎幹事1年間宜しくお願い

致します。 

丹野 寿明  大宮北東クラブ小暮会長、長谷川幹

事、訪問有難うございます。手をつな

ぐ育成会黒澤支部長、岩槻まつり楽し

かったですね。 

山崎 和雄  大宮北東クラブ小暮会長、長谷川幹

事、ようこそ。又、手をつなぐ育成会

黒澤支部長、先日はお世話になりまし

た。 

斉藤 公司  大勢のお客様をお迎えして、皆様よう

こそ。 

関根 隆光  小暮会長、長谷川幹事、育成会の黒沢

様、ようこそお出で下さいました。 

（同趣旨）  清水 常三    杉田 政男 

       菊池 和彦    遠藤 光治 

       水戸  恵    橋本かほる 

奥津 雅史  富士山に登ってきました。運良く山頂

から御来光も見られました。２度と行

きたくありません。 

藤田 恵子  大宮北東RCの皆さん、手をつなぐ育成

会の黒澤さんようこそ。今朝７時に交

換留学生の稲山君を送り出して来まし

た。１年後が楽しみです。 

（同趣旨）  小宮  勇   萩原 秀咲 

宮本 和寿  小暮会長、長谷川幹事ようこそ。育成

会支部長黒澤様、夏祭りバザーご苦労

様でした。 

中里  仁  変な夏でしたね。 

飯淵 昭二  そろそろ秋風が感じられます？ 

加藤 和正   平野喜代司   田中 徹夫 

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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ニコニコBOX金額報告  

8/29合計 ２９，０００円 

今年度累計 ２３１，０００円 

例会日 総数 出席 欠席 Ｍｕ 出席率 

8/29 
免除3名 

29 
(3) 

20 
(3) 6 4 92.30% 

8/8修正 

免除2名 
29 
(2) 

23 
(2) 3 2 92.59% 

出席報告  

 

 

国際大会プログラム(Convention Program) 

国際大会委員会が報告し、理事会により承認さ

れ、そして国際大会において採択されたプログラム

が全会議の日程となるものとする。プログラムは、

出席代議員及び委任状による代理者の3分の２の投票

によって随時変更することが出来る。 

大会プログラムは、ロータリアンを鼓舞し、啓発

するような本会議を含めた、次の標準的な構成活動

からなっている。 

〇 ロータリー財団のワークショップ 

〇 種々のロータリー親睦グループによる特別な

活動 

〇 特別プロジェクトの展示 

〇 公式の被免許業者による製品の販売 

〇 年次大会の開催される地域特産の土産品およ

び年次大会のロゴ・マーク入り製品の販売 

〇 その他 

 


