
 

  

 

 

■ 清水 常三 会員 お誕生祝い 

■ 山形 照之 会員   〃 

■ 菊池 和彦 会員   〃 

■ 清水 常三 会員 ご結婚記念 

■ 藤田 恵子 会員   〃 

 

 

 

 

 
 

先週は函館家族同伴親睦旅行に多くの

参加を頂きましてありがとうございまし

た。自分自身はとても楽しませてもらい

ました。担当理事の奥津さんには感謝致

します。 

先々週は地区大会でしたので、久し振

りに定例会場で皆様とお会い出来てホッ

としました。 

 今晩は「長期ビジョン・指名委員会」が行われます。何をするかと言え

ば次年度会長小宮さんの後の、会長ノミニー候補者を話し合うのです。本

来この私の年度では青山さんが当クラブ初の女性幹事として活躍している

筈でした。そして小宮会長年度の後の会長は青山さんに受けて頂く予定

で、ご本人からも承諾を得ていました。その後も次世代に向けて新会員に

男女を問わず幹事・会長の要職を引き継いで行ってもらいクラブを活性化

させていくという計画です。この様な事を話し合うのが「長期ビジョン・

指名委員会」です。しかし、私の勝手な考えですが、この様な重要協議事

項はパスト会長だけが集まるこの委員会に任せるのではなく、クラブ

フォーラム的に全会員で話し合うべきものではないかと思います。 

無念にも青山さんは急逝され、当クラブにも大きな穴が空いてしまいま

した。私は以前、白岡ロータリークラブにおりました。当時、私が入会し

て29名の会員数になる小さなクラブで、入会3年目の年にクラブ幹事を押

し付けられました。ロータリーの事はまだ何も知らない状態でしたが、次

期会長の強い要望で幹事を受けました。幹事という立場ではクラブの懐状

況（会計）を始め、クラブ内のありとあらゆるもの、良い点、悪い点、問

題点も目にします。知識は地区のセミナー等で集中的に教えてもらえま

す。苦労はありましたがこの経験によって一年でロータリーの多くを学べ

ました。 

新入会員の方々に聞いて欲しいのですが、このクラブの先輩方は経験豊

富で面倒見も良く素晴らしい方が多くいます。現に私の様な者にも会長と

して盛り立ててくれ、様々なプロジェクトも自動的に進め実行してもらえ

ます。誰が何時クラブの要職に就いても同様に面倒を見てくれます。入会

何年目とかは、気にせず推薦があった場合は恐れずに挑戦してください。

理事、委員長等も色々学べますが、総合的に一度で学べるのは幹事と会長

の二つだけだと思います。余談ですが白岡クラブは「弱小クラブ」と馬鹿

にされ地区を筆頭にそう呼ばれていたクラブです。その当時の「弱小クラ

ブ」の定義は３０名を切った「２９名以下のクラブ」が当てはまり、該当

するクラブはそう呼ばれていました。ガバナー公式訪問の時に大貫ガバ

ナーはこのクラブを中堅クラスの規模と評価してくれましたが時代が変っ

たのでしょうか。 

会長挨拶 丹野寿明会長 本日の例会 
第1784例会 12月12日(火) 

第17例会・第18例会 2017年12月12日発行 

会   場 市民会館いわつき 401 
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 親睦活動委員会 
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皆様おめでとうございます！ 
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 うちのクラブは雰囲気も良く出席率も高く素晴らし

い状況にあると思います。しかし、課題も抱えている

のも事実です。もっと会員数を良い仲間を増やすこ

と、近年 大の問題は会員不足により同じ人が何度も

会長・幹事を繰り返さなければならない悪循環に陥っ

ていることです。この数年で入会された新入会員の皆

さんは人格や能力等優れた人物ばかりです。直ぐに会

長をされてもおかしくない方ばかりだと思います。次

世代に繋がるよう皆で力を合わせれば過去 高のクラ

ブに更新されて行く事と信じています。この問題を改

善する為に皆さん全員のご協力をお願いします。  

 

 
 

1. 地区より杉田政男会員85

才以上の長寿会員表彰状

が届いております。 

2. 地区経由にて「トロント

国際大会」の案内が東日

観光（株）より届いてお

ります。 

 ・日付 2018年6月23日(土)～6月27日(水)    

 詳細は事務局まで 

3. 米山奨学会より、丹野会長にマルチプル4回目の感

謝状、山崎幹事に5回目の感謝状、阿津澤会員に7

回目の感謝状が届いております。 

4. 地区より2020～2021年度ガバナー候補者の推薦依

頼書が届いております。 

 締切は2018年1月末日まで 

5. 米山奨学部門委員会より2018年度米山世話クラブ

希望するか否かのアンケートが届いております。

2018年1月20日まで 

6. ガバナー月信11月号が届いております。レター

ケースに入れてあります。 

7. 大宮東ロータリークラブよりクリスマス例会の案

内が会長・幹事・タリータに届いております。 

 ・日時 2017年12月20日(水) 18時～ 

 ・場所 ホテルメトロポリタン 20階 

8. 今夜6時30分より寿々家にて、長期ビジョン・指名

委員会がございます。関係者はご出席ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

◆萩原秀咲副会長 

 去る11/10日(金)埼玉県福祉大会にて、表彰状を頂い

て参りました。又、11 月 18 日(土)岩槻商業高校の 100

周年記念式典にて、我がクラブに対しての感謝状を頂

いて参りました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆橋本かほる財団・米山理事  

 12 月のロータリーレー

トが 1＄112 円に変更にな

りましたので、お知らせ致

します。皆様のご協力を宜

しくお願い致します。 

 

◆奥津雅史親睦委員長 

 先日の函館旅行、皆様のご

協力ありがとうございます。

函館は寒かったですが、楽し

かったです。 

〇 12/26(火)に忘年例会を開

催致します。 

〇 当日、丹野年度の第 2回目の「親睦ゴルフ」をゴール

ド佐野カントリークラブにて、忘年会当日に開催致

します。いずれも後日ご案内させていただきます。 

 

◆阿津澤清増強担当理事 

 去る 11 月 24 日に「地区女子会」を開催致しました。

当クラブから橋本かほる、藤田恵子、水戸恵さんが参加
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 してくれましたが、楽しんで

頂けましたでしょうか。 

次に第４グループＩＭに

ついて、２月19日(月)大宮パ

レスホテルにて開催されま

す。ご予定に入れて頂きたい

と思います。タリータとジョルダンにも 3分間のスピー

チの依頼が出ていますので、宜しくお願い致します。 

 

◆清水裕次３クラブ合同例会実行委員長 

 去る 11 月 25 日(土）6時半

から「第 1回 3クラブ合同例

会実行委員会」が鮒又にて行

われましたので、我がクラブ

はホストクラブでもありま

すので、ご報告させていただ

きます。岩槻、蓮田、岩槻東の会長、幹事と事務局と私

の 8名で行いました。開催日は 3月 14 日(水)PM5:00 

場所は「鮒又」、内容は藤城りょうさんの歌謡ショーと

クラブ対抗による「カラオケ大会」と決まりました。登

録料は 1クラブ 30,000 円と会員 1名 8,000 円です。ご

協力をお願い致します。 

 

◆藤田恵子青少年交換委員長 

 11 月 26 日に阿津澤さん、

萩原さんのご協力を得て田

中バスト宅から稲山さんの

家にタリータが引っ越しを

致しました。この後は大宮

東 RC の瀬田さんの家でホス

トして下さる予定迄 5 か月以上になってしまいますの

で、後1～ 2軒でホストを引き受けて頂ける方を探して

おります。宜しくお願い致します。 

 

◆清水常三広報担当理事 

 ガバナー月信の 11 月号に

15 頁に杉田政男会員と関根

隆光会員がロータリー財団

の寄付者報告に、又 18 頁に

飛田美佐子会員と熊木景会

員が新会員として掲載され

ております。ご覧ください。 後のページの出席率の覧

に今までは順位が掲載されておりましたが、今回は掲

載されておりませんが、9月の出席率は96.15%で地区内

トップです。このまま引き続き出席率の維持を目指し

たいと思いますので、ご協力をお願い致します。 

 

 

◆奉仕プロジェクト担当例会  

 遠藤光治奉仕プロジェクト担当理事 

皆さん今日は。本日は奉

仕プロジェクト委員会の担

当例会です。 

 奉仕プロジェクト委員会

には地域社会奉仕･ブライダ

ル委員会と国際奉仕委員

会、職業奉仕委員会と3委員会となっております。 

 まずは地域社会奉仕委員会から始めていきます。委

員会活動では8月20日で行われました、「人形のまち

岩槻まつり」に於いて手をつなぐ育成会と一緒にチャ

リテーバザーと模擬店を行いました。その結果を考え

ますと手をつなぐ育成会とは13代（故）西原勇会長年

度からの継続事業としてチャリテーバザー用品の販売

を行って来ました。その時からの売り上げは多い時に

は30万円近く有りました。近年は、12・3万円はあっ

たと思います。しかしながら今年度のバザー用品の売

り上げは1万円、現金で1万1千円それに飛田会員提供

の野菜と模擬店の売り上げ120,410円を合わせて合計

141,410円になりました。 

昨年度まではバザー用品販売の売り上げだけが「手を

つなぐ育成会」にあげられることが出来ました、クラ

ブからの支出は会員のお茶位でした。しかし今年度は

141,410円に対して93,203円の支出が有りました。こ

の結果を見ればチャリテーバザーは成り立たなくなっ

ていると思います。今年度はRIテーマ「変化をもたら

す」、地区方針は「新たな行動・新たな感動」となっ

ています。このテーマを並べ替えますと「新たな行動

で、変化をもたらし、新たな感動を」となります。 

本日のテーマ   
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届き、橋本担当理事より贈呈されました。 
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 この機会に継続事業の見直しを考えて行くこともある

のではないかと思います。 

ロータリーは、ワンイヤールールで、1年で役職を

交代しますので25年も続けていた継続事業の見直しは

大変だと思います。そこで次年度に引き継ぐ前に方針

なり道筋を付けて於いた方が良いと思いますので、本

日はこの問題についてグループ討論で意見を出して頂

き、後日理事会にて結論を出していきたいと思います

ので皆様宜しくお願いします。 
 

 グループ討論の結果 チャリテーバザーは中止とし

て他に代わるものはないかを検討する。手をつなぐ育

成会と相談して決めていく。 
 

 そしてまた、12月2日に地区補助金を活用しての児

童養護施設いわつきで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でもらう事業を行い

ます。この事業では会員の手伝いはあまりいらないよう

なので現場で気が付いたら手伝いを見つけて行動して頂

けたらいいかと思いますので宜しくお願いします。 

・開催時間は12時30分から3時30分となっています。 

・集合時間は11時30分で委員会は11時にお願いします。 

 
 

丹野 寿明  遠藤光治理事、本日の例会、宜しくお

願い致します。 

遠藤 光治  本日は、奉仕プロジェクト委員会の担当

の例会です。皆様宜しくお願いします。 

阿津澤 清  11月も 後の例会です。丹野年度、前

半戦、 後の追い込みです。楽しく行

きましょう。 

奥津 雅史  先日の親睦旅行、皆様のご協力で楽し

く過ごせました。有難うございまし

た!”(^^♪ 

関根 隆光  北海道旅行は楽しかったです。寒さに

は参りました。 

萩原 秀咲  11月10日埼玉県福祉大会表彰を頂いて来

ました。11月18日岩槻商業高校100周年

記念式典で感謝状を頂いてきました。 

宮本 和寿  親睦旅行楽しかった様で、良い写真が

撮れてますね。行けなくて残念。 

菊池 和彦  遠藤理事、本日の卓話宜しくお願いし

ます。 

増渕  明  先日は、歓迎会有難うございました。 

小宮  勇  北海道、親睦旅行から埼玉へ、やっぱ

り暖かい方が良いですね。 

橋本かほる  今月24日のロータリー女子会、とても

楽しかったです。 

山形 照之  遠藤さん、卓話ご苦労様です。 

飯淵 昭二  北海道は食べ物が美味しかったです

か？ 

飛田美佐子  親睦旅行、楽しかったです。 

清水 裕次  今年もあと1か月余り、身体に気を付け

て下さい。 

中里  仁  八ツ頭、さつま芋掘りました。 

西村寿美子  先日の函館旅行、皆様有難うございま

した。 

山崎 和雄   藤田 恵子   水戸  恵 

飯淵 昭二   田中 徹夫 
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ニコニコＢＯＸ・出席報告 

ニコニコBOX金額報告  

11/28合計 ２７，０００円 

今年度累計 ４５４，０００円 

例会日 総数 出席 欠席 Ｍｕ 出席率 

11/28免
除3名 

30 
(3) 

21 
(3) 6 4 92.59% 

11/12修正 

免除3名 
30 
(3) 

30 
(3) 0 0 100.0% 

出席報告  

 

 

国際ロータリーと国際奉仕 (Rotary Interna-

tional and International Service) 
 

ＲＩはさまざまな見解を持つ多数の国に存在して

いるロータリークラブによって構成されているので

あるから、ＲＩは、政治問題に関し団体行動をとっ

たり、団体声明を発してはならない。とはいえ、Ｒ

Ｉは、世界各地の加盟クラブを通じて、国家間の平

和の基礎として人々の間に国際理解と親善を鼓舞・

育成している。  

3グループに分かれてのディスカッションの報告を小宮 

会員、菊池会員、と遠藤委員長より行われました。 
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12/2(土)「埼玉県立養護学校いわつき」に於いて、補助金事業として「移動動物園」を開催致しました。12月

としては珍しい好天に恵まれ、大勢の子供達や会員も多数出席して頂き、成功裏に終了する事が出来ました。

元々、この企画は(故)青山いづみ会員が生前、東松山のネ

バーランドと云う移動動物園へのお願いをしていたところで

す。彼女が4月末に急逝してからは、遠藤担当委員長が引き継

ぐ形で今日を迎えました。写真をご覧頂けると判るように、

子供達は初めて動物と直に

触れ合う事が出来、約4時間

の束の間の一時を 高に楽

しんでおりました。施設の

関係で一人ひとりの笑顔が

お見せ出来なくて残念で

す。 

丹野年度(2017～2018) 

岩槻東ロータリークラブ週報 国際ロータリー第2770地区  
第4グループ 

第18例会 12月2日(土)1783号 
会 場 埼玉県立児童養護施設
 いわつき 

テーマ 補助金事業 「移動動物園」 
担 当 地域社会奉仕委員会 
 

 次回例会案内 
第1785例会 12月19日(火) 

会   場 市民会館いわつき 301 
例会テーマ 上期理事報告 

担   当 会長・幹事 

写真上は遠藤社会奉仕

委員長と小宮副会長で

す。下は米山奨学金を受

け取るジョルダン君です。 



 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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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子供達が動物と触れ合っている風景と米山奨学生ジョルダン君・青少

年交換学生タリータさんのヘビを首に巻いたところです。実は怖い‥ 


