
 

  

 
 

■ 星本 幸男 会員 お誕生祝い 

■ 橋本  昇 会員   〃 

■ 飛田美佐子 会員   〃 
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■ 宮本 和寿 会員   〃 

■ 藤堂  昇 会員   〃 
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皆様こんばんは。冒頭に先ず山崎幹事が

東北道の舘林インター付近にて事故が発生

し、1時間位は遅れるのでは無いか…と先ほ

ど連絡が入りましたので、お知らせいたし

ます。 

今日は、初めてグループディスカッショ

ン例会を行う事になりました。アイデアは

奥津会員から戴きました。丁度、市民会館の夜間例会に予定をしておりま

したが、市民会館で夜の食事が準備出来ない事が判りましたので、お休み

のところを「ぺきん亭」さんにお店を開けて頂き、3テーブルに分かれて

のグループディスカッションを行って頂ければと思います。テーマについ

ては、簡単な資料を用意致しましたが、何でも良いと思いますので、皆様

が日頃感じておられる事を気軽に話していただければと思います。宜しく

お願い致します。 

 

 
 

1. 地区より「地区大会ゴルフの組合せ表」

が届いております。 

2. 地区より「RLIパートⅢの案内」が届いて

おります。 

 ・日時 10月27日(金) AM9:30開会  

 ・場所 さいたま市民会館 おおみや 

 申込者は10/5日までに事務局へ申込んで

下さい。FAX済み 

3. 地区より「日本テレビ取材の依頼」が再度、届きました。 

4. 地区より「RLI修了書」が奥津雅史会員に届きました。 

5. 地区より「地区女子会開催案内」が女性会員に届きました。 

 ・日時 11月24日(金) PM15:30開会  

 ・場所 フレンチレストラン・ラボワール 

 申込者は11/10日までに事務局へ申込んで下さい。 

6. 国際ロータリー日本事務局より、財団マルチプルポールハリスフェ

ロー2回目のバッチが関根隆光会員に届きました。 

7. 地区より「地区大会のパンフレット」が届きました。次回例会に配布

致します。 

8. 大口寄付者に「メジャードナー午餐会」の案内が届いています。 

 ・日時 11月21日(火) AM9:30開会  

 ・場所 グランドニッコー東京台場 

 申込者は10/2日までに事務局へ申込んで下さい FAX済み 

9. 10月のロータリーレートが112円の知らせが届きました。現在109円 
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◆丹野寿明会長 

始めに各テーブル毎のリーダーを決めて頂き、書記

を決めて頂き、最後にグループ毎に発表をして頂く事

に致します。忌憚の無いご意見をお願い致します。 

 

「グループディスカッション議題」 

 

 

 

 

 

 

 

➀ 会員の種類：正会員、名誉会員等（準会員、法人

会員、家族会員等） 
 

 ・正会員以外の○○会員を作るべきかどうか？ 

 ・作る場合はどこまで会員の種類を作るべきか？  

 ・その会員の権利については？ 

 

  ・ＢＫ、農協、保険会社など法人会員は作っても

良いが、特別会費は無しにする。 

 ・今まで通り、現状維持、必要となった時に再考。 

 ・名誉会員はあっても良い。 

  ・市長、議員など(規約が必要になるので、その時

に考える。) 

 ・準会員の対応が難しい。正会員だけで良い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 同一の会社や家族から二人目の入会の場合の年会

費減額について。 

   （例） 

 ・120,000(年会費)＋40,000(特別会費) 半額 

  ・160,000(年会費)＋40,000(特別会費) －8万円 

  ・200,000(年会費)＋40,000(特別会費) －4万円 

  ・その会員の種類を作るべきかどうか？ 

  ・作る場合は年会費をいくらにするか？ 

 

 ・人数に関わらず年会費は変更しない方が良い。 

 経費が同じなので…。 

 ・会費は不足している。基準を作るのが、非常に煩雑。 

 ・会費を分割にして、支払ったらどうか？ 例えば

年４回払いなど。 

  ・親子で入会の場合は２人で1.5人分の会費で親が

0.5、子が1人分はどうか？ 

③ 例会の回数について４回／月～２回／月の間でク

ラブが決めてもいいのですが、どの様にお考えに

なりますか？ 

 

 ・今まで通り、月4回が良い。 

 ・1次会2次回に分けて2次回はアルコール付きとい

うのはどうか？ 

 ・例会を減らすと会員が減少する恐れがある。(今

までに他クラブで例がある。) 

  ・年度計画に則った年間の日数で臨機応変に調整し

てはどうか。今年は40回でマイナス8回である。 

 ・月3回＋フリーで委員会を1回又は、月3回＋夜間

例会1回など。 

 ・年度計画も理事会でプログラムを決める際に予定

本日のテーマ 「グループディスカッション」  
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会   場 市民会館いわつき 301 
例会テーマ クラブフォーラム 

 (公式訪問について) 

担   当 会長・幹事 

次回例会案内 
第1777例会 10月24日(火) 

 
 

◆藤田恵子青少年交換委員長 

皆さんこんばんは。この度、無事にタリータ

が9月23日に第２ホストファミリーの田中さん

のお宅へ引っ越し致しましたので、お報せいた

します。今後も皆様のご協力を宜しくお願い致

します。 

委員会報告  

※原稿の黒字の部分は丹野寿明会長からの提案です。 

 青字の部分は各グループから出た意見を纏めたもの

です。 

発表者は飯淵昭二会員、藤田恵子会員、橋本かほる会

員です。 

熱心なテーブルディスカッション風景。 

グループディスカッションのほうこくをする飯淵昭二会員

と奥津雅史会員より貴重な発表がありました。 
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 組みする。 

 ・ケースバイケースで年間40回を目標にする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

④ 自クラブの委員会や役員理事会等の家庭集会に出

席の場合もメーキャップとするかどうか。 

 

 ・是非メーキャップにして欲しい。(現役世代も増

えているので…。) 

 ・例会出席は義務なのでスタンスは変えない方が良い。 

 ・委員会をメーキャップとして認める場合は委員長

が出席委員会へ参加者を報告する。 

 ・会長が召集の場合はメーキャップが妥当だと思う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

⑤ 現在、自クラブでは年度計画書の中の予算書で目

標純増会員数も予算に組み込んで作成する慣わし

となっていますが、どの様にお考えになります

か？ ・やめるべきか続けるべきか？ 

 

 ・予算に組み入れるのは止めるべきである。但し増

強については、真剣に取り組む。 

 ・6/30に退会者が出た場合は予算組も大変である。

従って、増強を予算に入れるべきでは無い。 

 

⑥ その他 

  ・夜間の例会でもディスカッションを入れたらどうか？ 

 ・昼間の例会でもディスカッションをいれたらどうか？ 

 ・入会金を5万円ではなく２～３万円にしてはどうか？ 

 ・本来ニコニコは特別なハッピーな気持ちを示すも

のであるので、割愛せずに続けるべきである。 

◆宮本和寿司会 

以上でグループディスカッション例会は終了致しま

す。これを機会に今後もディスカッション例会を第２

弾、第3弾へと続けて参りたいと思います。会員皆様

のご協力に感謝申し上げます。 

 

 

 

 

 

◆阿津澤清直前会長 タリータと共に小旅行の報告 

去る9月9日(土)9月10日(日)の一泊二日に掛けて、

家内とタリータ、それに近所の方々との小旅行に、熱

海に行ってきました。 

大宮駅を8：40分の熱海駅直行ＪＲ東京ラインのグ

リーン車で出発し10：40分に熱海駅に到着、ＭＯＡ美

術館・来宮神社など人気のスポットを見学して、

ニュー富士屋ホテルに一泊しました。次の日は船で初

島に渡り、美味しい海の幸の昼食を取り、きれいな海

を眺めて楽しみました。天気も晴天に恵まれ楽しい２

日間でした。タリータさんも大喜びでした。  

 

 

 

 

ホットニュース 
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テーブルディスカッション Ａテーブルの面々です。 

スマイル報告の小宮勇例会委員と、ディスカッション結

果報告の橋本かほる会員。 
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◆      ◆ 
 

 

 

 

 

丹野 寿明  皆様、夜間例会にも関わらず多くの出

席に感謝致します。 

関根 隆光  初めての夜間例会、楽しみにしていま

す。 

阿津澤 清  夜間例会で充実しよう。 

斉藤 公司  過日のさいたま商工会会議所主催のゴ

ルフ大会でベストグロス賞（３７＋３

８＝７５）を頂きました。 

杉田 政男  グループディスカッション皆様の活発

な発言を期待申し上げます。 

宮本 和寿  夜間例会、大勢のご参加有難うござい

ます。 

菊池 和彦  皆さん、久しぶりの例会です。季節の

変わり時ですので、健康に気を付けま

しょう。 

清水 裕次  久しぶりの夜間例会、楽しいお酒を飲

みましょう。 

藤田 恵子  久し振りの例会、宜しくお願いしま

す。タリータは先週末に田中家に無事

移動しました。 

遠藤 光治  やっと朝が涼しくなりましたね。 

小宮  勇  久しぶりの例会、いろいろと話がある

のが楽しみです。 

橋本かほる  例会、少し間が空いていたので、楽し

みです。 

清水 常三  久しぶりの夜間例会ですね、 

萩原 秀咲  お久し振りです。 

山形 照之  宜しく!! 

飯淵 昭二  明日から乗馬始めます。 

平野喜代司  遅れました、申し訳ございません。 

田中 徹夫   奥津 雅史   中里  仁 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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  

9/26合計 ２６，０００円 

今年度累計 ２９６，０００円 

例会日 総数 出席 欠席 Ｍｕ 出席率 

9/26 
免除3名 

29 
(3) 

21 
(3) 5 3 92.30% 

8/29修正 

免除2名 
29 
(2) 

20 
(2) 6 4 92.30% 

出席報告  

 

 

ＲＩ世界本部(RI World Headquarters) 

米国イリノイ州エバンストンにあるＲＩ中央事務
局のこと。1991年よりＲＩ世界本部と改称された。
ＲＩの統括的事務⼀般を⾏う。 

ＲＩ会⻑執務室があり、事務総⻑が常勤、職員約
500名が全世界の地区ガバナー・クラブその他の為
に働いている。 

世界本部は北米、メキシコ、中米、カリブ海沿岸
諸国、南米北部、ロシア東部、南極のクラブや地区
の会員の為の事務も執り⾏う。この他世界に7つの
事務局がある。 

現在︓One Rotary Center,1560 Sherman Ave-
nue,Evanston,Illinois,60201,USA 


