
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

■ 第４グループガバナー補佐 清水恒信様(大宮西RC) 

  

 

第４グループガバナー補佐 清水恒信様、

本日は当クラブにお越しくださりありがとう

ございます。後程、次週に向けてのご指導を

宜しくお願い致します。 

 入会されて間もない会員に向けての話にな

りますが、次週の例会はガバナー公式訪問と

いう特別な例会で1年に1度、時のガバナーが

各クラブを訪問して行われる私達にとって大きなイベントのひとつです。

清水ガバナー補佐はその準備や事前に指導を行うためにいらしてくださっ

たのです。ですから来週もガバナーと同行して当クラブにいらっしゃるの

ですが、大変な労力を払ってこの地区の第４グループのために尽くされて

いるのです。ガバナー公式訪問は一人でも多くの会員に出席していただき

盛大に執り行いたいと思います。皆様の出席を切にお願い致します。 

 本日は2週連続で休会であったので皆様とお会いするのは3週間ぶりとな

りました。私個人の感想ですが、とても寂しかったです。皆様はどう感じ

たでしょうか？ 私はこの間に２回クラブの委員会に出席したのですが、

その時にお会いしたメンバーの口々からも「寂しい」との感想を耳にしま

した。これはうちのクラブの仲の良さ、雰囲気の良さを表しているものだ

と思います。この年度の年間スケジュールを決める際に例会の回数を年間

４０回との縛りで当てはめを行いました。例年より数回分減らしたのです

が、ロータリーに求められている変化の一つ（例会の頻度）に対応して

行っています。均等に休会をちりばめれば良いと思うのですが、これも１

年を通して優先順位の高いものから当てはめて行くと今回の2週連続休会

の様な歪みがどうしてもできてしまうのです。今回うちのクラブでは初め

ての試みで、皆様にご不便をおかけすることもあるかと思います。私の至

らなさで申し訳なく思っています。ただチャレンジしていることはご理解

ください。従来のものと新しいものどちらが良いかは実験してみないと比

較できません。今後の会長も今回よりも増やすか減らすか実験されると思

います。皆様一人ひとりがその変化を感じ取って、それをクラブで協議し

時間をかけてより良いものを探して行く事が最良の方法であると思いま

す。皆様のクラブですので皆で考えより良いクラブにして行きましょう。 

 

 
 

◆第４グループガバナー補佐 清水恒信様 
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 訪問例会であります。  

皆様にお伝えしたい事は沢

山有る訳でありますが、こ

のクラブで一番大切なこと

は、例会における出席であ

ります。そしてその後行な

われます所のクラブ協議会

の参加であります。 

 さて、その公式訪問例会の出席が100パーセントに限

りなく近づけて頂く事によって、ガバナーのご苦労に

報いられると言うことであります。 

そこで今日は、そこのところのお話しをさせていただ

きます。ロータリークラブの方は会社では影響力のお

有りの方であります。又、地域のオピニオンリーダー等

要職に就いておられる方も沢山おいでであります。そ

こであります、いろいろな会に於きまして会を司る場

合その会の出席が大いに気になるものであります。 

ロータリアンである我々は自分の痛みを他人に与えて

はならないと思う訳であります。逆に喜びを与えられ

た自分はどう言う気持ちでしょうか、そうです大貫ガ

バナーに喜んで頂きましょう。縁あってこのロータ

リークラブで出逢ったわけであります。喜んで頂きま

しょうよ‼･ 

 当日は例会におきまして、本人の自己紹介、ＲＩ会長

のテーマ、地区のテーマ、３部構成に成っておりまし

て、非常に物腰柔らかくお話しを頂けます。 

 ホーム例会に於ける一大イベントであります。出席

の程、そしてその後のクラブ協議会にもお繰り合わせ

頂きたく存じます。よろしくお願い申しあげます。 

 

 
 

1. 上尾北RCより「地区大会

ゴルフのお礼状と成績

表」が届いております。 

2. 地区より「決議審議会・

投票について」の案内が

届いております。内容に

ついては、メールにて全

29ページにわたって届いておりますので、My Ro-

taryで検索するか又は、事務局より戴いて下さ

い。意義申し立ては11月10日迄に締切りとなって

おります。 

3. 日本事務局より小宮会員に財団の領収書が関根会

員にバッチが届いております。 

4. 腎・アイバンクより会報が届きました。 

5. さいたま観光国際協会より「観光情報フリーペー

パーの発行のお知らせ」が届きました。  

 回覧します。 

6. 地区よりガバナー月信10月号が届きました。   

  レターケースに入れてあります。 

7. 地区より「韓国インターアクト海外研修の案内」

が届きました。締切りは10月31日地区事務所と

なっております。 

8. 米山記念奨学会より「ハイライトよねやま211号」

が届きました。 

9. 本日、新会員候補者の増渕明さんの推薦が山形会

員と萩原会員より出ましたので、お知らせ致しま

す。早々に理事・役員並びに全会員にFAXさせてい

ただきますが、早ければ次週「ガバナー公式訪問

例会」に、入会式をおこないたいと思いますの

で、お知らせいたします。 

 

 

 

◆橋本かほる 財団・米山委員会理事 

 お知らせが遅れて申し訳

ございませんでした。本

日、例会終了後こちらの会

場にて、財団・米山の委員

会を行いたいと思います。

ご出席の程、宜しくお願い

致します。 

 

◆遠藤光治奉仕プロジェクト担当理事 

 社会奉仕委員会よりお知

らせ致します。ひとつは

12/2(土)の児童養護施設の

補助金事業については、特

にロータリアンが行う事は

あまり無く、殆どを業者の

方で行ってしまうので、何

の問題は無いと思います。本日は、レターケースにも

入れましたが、今年度のイアンＨ.ＳライズリーＲＩ

会長の方針でもある一人１本の植樹をしよう…の方針

を受けて、我がクラブでも「低公害の杉で御成道の杉

並木」を復活すべく、検討しております。11月の理事

会が未だ行われませんので、そちらで理事・役員に検

討して頂く訳ですが、会員皆さんが何も知らなかっ

た…と云う事では、困りますので、パンフレットを配

布いたしましたので、予めご了承ください。 

 又、行政にもお話を持って行きましたところ、管理

をしてくれれば良いとの事でした。又、その前に地元

委員会報告  
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幹事報告 山崎和雄幹事 
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◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 の方々の了承も取る必要がある…と云う事でした。 

 

 

 

 

 

 

◆留学生 稲山竜也君メッセージ 

 フランスに到着してから、2ヶ月が経とうとしており

ます。だいぶ言葉や食事にも慣れ、充実した毎日を過

ごしております。今は、日本で言うと、秋休みのような2

週間のおやすみの真っ只

中で、南フランスの方に遊

びに来ています。 

このような貴重な経験を

させていただけていて、

とても感謝しております。 

これからもよろしくお願

いします。��

  

稲山 竜也  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホットニュース 

 IWATSUKI-EAST ROTARY CLUB WEEKLY REPORT 

本日のテーマ クラブフォーラム (公式訪問)  

この後、次回公式訪問例会に向けての「ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ」が清

水恒信第４グループガバナー補佐のご指導の下、開催され

ました。清水補佐からは感動のあるお話と限りなく全員出

席で大貫ガバナーを迎えて欲しいとお願いがありました。 

写真は稲山竜也君、フランスにて元気に過ごしている

様子です。 
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第４Ｇガバナー補佐 清水恒信様  

 いよいよ来週公式訪問ですね。 

丹野 寿明  清水ガバナー補佐、本日は、ご指導宜

しくお願い致します。 

山崎 和雄  久々の例会場ですね。次回はガバナー

公式訪問例会、宜しくお願い致しま

す。 

加藤 和正  第４Ｇ清水恒信ガバナー補佐、クラブ

訪問に感謝申し上げます。 

宮本 和寿  清水ガバナー補佐、本日とガバナー公

式訪問よろしくお願い致します。 

菊池 和彦  清水恒信ガバナー補佐、ようこそい

らっしゃいました。ご指導宜しくお願

いします。 

（同趣旨）   斉藤 公司    清水 常三 

       小宮  勇    杉田 政男 

       藤田 恵子    山形 照之 

       遠藤 光治 

阿津澤 清  久しぶりの例会です。清水ガバナー補

佐、宜しくお願いします。 

橋本かほる  台風の被害は御座いませんでしたか？

物置や車庫や門なども請求出来ます

よ。お困りの事がございましたらご相

談、何時でもお請けします。 

飛田美佐子  台風の被害は大丈夫でしたか？ 

飯淵 昭二   奥津 雅史   萩原 秀咲 

平野喜代司 

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  

10/24合計 ２５，０００円 

今年度累計 ３５２，０００円 

例会日 総数 出席 欠席 Ｍｕ 出席率 

10/24 
免除3名 

29 
(3) 

19 
(3) 7 4 88.46% 

9/26修正 

免除2名 
29 
(3) 

21 
(3) 5 3 92.31% 

出席報告  

 

 

国 際 奉 仕 に お け る ロ ー タ リ ー ク ラ ブ の 責 務

(Responsibility of Rotary Club in Interna-

tional Service) 
 

〇 ＲＣは、政府や世界問題あるいは国際間の政策に影

響を与えるような団体行動をとっては、ならない。 

〇 ＲＣで、討論会を開催して、公共の問題を論じても差

し支えない。 

〇 ＲＩの方針としては、ＲＣが核時代や貿易などの国際

問題を公平な立場で討論するプログラムを退ける

ものではない。 

〇 ＲＣにおいて国際的な論題を取り上げる場合、論者

に他国の国民を攻撃しないように注意してほしい。 

〇 ＲＣは、国際問題に関係を持つ特定の計画に関する

いかなる決議をも採択してはならない。 

〇 ＲＣが存在する国家間の関係が緊迫している場合に

は、悪意や誤解を増すことがないように、関係国及

び他の国々のクラブは、最新の注意を払わなければ

ならない。 

ＲＣとロータリアンは、なお一層の努力をして、世界中の

人々の間に理解と親善を奨励・助長するように要請

されている。 

スマイル報告の小宮 勇会員と出席報告の斎藤公

司会員、いつもご苦労様です。 


