
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 本日は小宮会長年度の第一

歩となります、「次年度クラ

ブ協議会」です。時間的にも

かなりタイトであることが予

想されます。今日4月24日、

明後日4月26日が青山いづみ

会員の命日であり一回忌を迎

えられます。ご子息の熊木 

景会員がいらっしゃっていま

すので、全会員の気持ちを込

めたお花とお線香を代表とし

てお渡ししたいと思います。

本日はこれを以って会長挨拶

とさせて頂きます。   

 

 

 

1. 地区より「ライラ修了証授与式」の案内が

届きました。 

 ・日時 5月20日(日)  13時00分受付 

 ・場所 大宮ソニックシティ 906  

2. 地区ローターアクトより「合同奉仕事業」

の案内が届きました。 

 ・日時 6月3日(日) 9時30分受付 

 ・場所 介護老人福祉施設 ちとせ  

3. 日本財団より田中徹夫PGと阿津澤清会員に、ロータリー財団の領収書

が届いております。 

4. 人形のまち岩槻まつり実行委員会より遠藤光治次年度社会奉仕委員長

に案内が届いております。 

5. 埼玉観光国際協会より「花火大会」の案内と協賛金のお願いが届きま

した。回覧 

6. 「人形のまちいわつき・まちかど雛巡り」実行委員会よりお礼文と決

算報告・事業報告が届いております。 回覧 

7. 今晩、6時30分より「陽だまり」にて、「熊木さんを囲んで一杯やる

会」があります。有志によります。 

8. 次年度管理運営合同委員会が4/27(金)に雅致にて開催されます。 

9. 5/8(火)例会終了後、現年度第13回理事会が定例会場にて、開催され

ます。 

10. 米山記念奨学会より「ハイライト米山217号」が届きました。回覧 

 

会長挨拶 丹野寿明会長 

幹事報告 山崎和雄幹事 

第35例会 2018年5月8日発行 

会   場 市民会館いわつき 301 
点   鐘 12:30 
例会テーマ 次年度クラブ協議会 

担   当 会長・幹事 

 次年度会長・幹事 

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 

お客様挨拶 

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 

次年度クラブ協議会  

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 

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35例会 4月24日(火) 1800号 
会 場 市民会館いわつき 301・401
点 鐘 12:30 

テーマ 次年度クラブ協議会  
担 当 会長・幹事 
 次年度会長・幹事 

本日の例会 
第1801例会 5月8日(火) 

次回例会案内 
第1802例会 5月15日(火) 

会   場 ぺきんてい 

例会テーマ 1800回記念及び杉田 

 会員卒寿祝い例会 

担   当 例会委員長 

昨年の4月26日、(故)青山いづみ会員が、急

逝なされ間もなく1周忌を迎えます。会員皆様

から青山様のご仏前にお花とお線香を手向

けて頂く為、ご子息様の熊木会員に会長より

送られました。 
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◆2018～2019年度会長 小宮 勇 

 ＜会長所信＞ 

 伝統ある岩槻東ロータリークラブの39代目の会長職

に拝命され、私として当クラブでの在籍時間が少なく

大変重責を感じております。宮本和寿様には早々に幹

事職を受けて頂き、とても心強く心から感謝申し上げ

る次第であります。又当クラブより第四グループガバ

ナー補佐として菊地和彦様を送りだすことが出来、私

達は補佐のご指導と応援を全力投球していきたいと思

います。この一年間 理事、各役員、会員の皆様方と

共にロータリーライフを大いに楽しみましょう。 
 

本年度のＲＩテーマは（インスピレーションになろ

う）ＢＥ ＴＨＥ ＩＮＳＰＩＲＡＴＩＯＮ   

地区運営方針は（すべてはクラブ活性化のために）

（実り豊かな奉仕を目指して） 

を掲げられました 
 

昨年度は大変多くの新会員の御入会していただき誠に

有難うございます、また女子会員も５名になりクラブ

内の雰囲気が大分変化しつつあります。各委員会活動

も盛り上がっているようになり、それも諸先輩の暖か

い応援が本当にうまく回転しているようであります。

しかし３０名を少し超えたばかりのクラブであり、ク

ラブ運営にはまだまだ厳しい状態には変わりがありま

せん。ＲＩテーマや地区運営方針に大いに感じ取るに

は私達の仲間を一人でも多く会員として入会を皆様と

共に進めていきましょう。時間は止まらない、私達に

も毎日が前進の行動です、大いに仲間と共に、ロータ

リーライフを楽しみましょう 

今年度は最低でも３５名以上の挑戦であり、会員一人

一人が増強活動に御協力をお願いしたいと思います。

私も全力投球できるように体力維持に気を付けて頑張

ります。 

 

 

 

◆増淵 明管理運営委員長 

➀ 100％My Rotaryに登録して

ください。 

② 全クラブがロータリー賞に

チャレンジする事。 

③クラブ研修リーダーを任命

る。 

④ パソコンの得意な方にＩＴ推進委員になって頂い

て下さい。 

⑤ クラブ戦略計画を推進してください。 

と言う事がお話として行われました。 

 

◆阿津澤清会員増強委員長 

会員増強部会では、もっぱら大宮西ロータリークラ

ブの事が出ておりまして、現在125名になったとの事

地区研修協議会報告 

本日のテーマ 次年度クラブ協議会 

 
 

◆奥津雅史親睦委員長 

 5/23の岩槻チャリティゴルフ大会ですが、私の

仲間も加えて4組ほどになりますが、若干空きがご

ざいますので、申込み宜しくお願い致します。 

 

 

◆橋本かほる財団・米山担当理事 

 現在、財団は96.4％、米山は96％に達成してお

ります。4月のレートは1ドル104円ですので、あと

少しで100％になります。皆様のご協力を宜しくお

願い致します。 

 

委員会報告  

 

■ 杉田 政男会員 お誕生祝い 

■ 小宮  勇会員   〃 

■ 関根 隆光会員 ご結婚記念 

■ 阿津澤 清会員   〃 

■ 奥津 雅史会員   〃 

 

５月お誕生日･ご結婚記念の 

皆様おめでとうございます！ 



 

3 

 です。先日、大宮シティロータ

リークラブさんの周年式典に参

加しましたら、75名に増えたと

云う事でした。大宮警察が新し

くなりましたので、記念にテレ

ビを寄付するそうでした。いろ

いろな増強の話も出ておりました。当クラブも2019～

2020年度は40周年を迎えますので、40名を.目指した

いと思います。 

 

◆山形照之公共イメージ担当委員長 

公共イメージでは、ロータ

リーのロゴマークについての話

が出ていました。クラブの旗な

ども新しいロゴマークに変えて

頂きたいと云う事でした。 

また、ロータリー地区のマス

コットが出来ましたので、「みらい君」と言います

が、これをイベントの時は大いに使ってほしいという

事です。 
 

 

 

◆増渕 明管理運営委員会担当理事 

＜クラブ管理運営委員会方針＞ 

●親睦委員会活動方針 

・結婚、誕生月の記念品の贈（毎月第一例会にて実施） 

・納涼例会 

・家族同伴親睦一泊旅行 

・忘年例会 

・新年夫人同伴例会 

・花見例会 

・健康増進例会（ハイキング） 

・家族同伴最終例会 

※内容、日程、予算含め４月２７日（金）の次年度

管理運営部門合同委員会にて協議予定。 

●プログラム・例会委員会 

・欠席者がいる時はお互いに助け合い食事の無駄を

無くす。 

・新入会員が増えた事もあり、司会・スマイル報告

等を未経験者にも経験してもらう。 

●クラブ活性化・クラブ研修リーダー委員会 

・クラブ全体が活性化する為、ロータリークラブに

対する理解を深める活動を行っていく。 
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管理運営部門では、多くの会員より建設的で活発な意

見が提出されました。熱心に話し合う風景です。 

公共ｲﾒｰｼﾞ委員会は欠席者が多く、2人のみの打合せと

なりました。 

会員増強部門合同の打合せ会です。最近出席率も大

幅にアップしております。増強が楽しみです。 
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◆阿津澤 清会員増強委員会担当理事 

皆さんからいろいろな活発な意見を出して頂きまし

た。先ずムードを高める事が大事かと思います。今迄

申請が上って来た人ももう一度、洗いなおして入会

を.勧めて見る事も大事かと思います。また、長く入

会していて辞めた方には、何か記念品の様な物を差し

上げた方が良いのではないか‥と云う意見も出ました

ので、検討したいと思います。 

 

◆山形照之公共イメージ担当理事 

今日は2人で殆ど座談会で終わってしまいました。

次年度の中川ガバナーはインスピレーションを‥が

テーマですので、何かあればヤァーと云う事で、楽し

くやっていけたら良いと思います。 

 

 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 
 

 

 
 

丹野 寿明  小宮会長年度の第一歩ですね。皆で盛

り上げましょう。 

山崎 和雄  青山いづみさん、早いもので一周忌で

すね。 

小宮  勇  早くも次年度に向けてのクラブ協議会

です。時間が少ないです。宜しくお願

いします。 

杉田 政男  次年度クラブ協議会、宜しくお願い申

し上げます。 

阿津澤 清  地区協、ご苦労様でした。来年の方針

を実行していきたいと思います。 

熊木  景  与えていただいた職を全うできるよう

頑張ります。 

橋本かほる  小宮年度、クラブ協議会、宜しくお願

い致します。 

斎藤 公司  小宮年度の準備に入りましたね。しっ

かりとやりましょう。 

萩原 秀咲  小宮年度が楽しみです。 

遠藤 光治  小宮年度のスタートが迫ってまいりま

したね。 

増渕  明  クラブ協議会、宜しくお願いします。 

清水 常三  小宮年度、いよいよスタートですね。

頑張りましょう。 

中里  仁  稲の芽が出てきました。 

飯淵 昭二  南へ行ってきます。 

飛田美佐子  久しぶりの例会で、皆さんに逢えてう

れしいです。 

田中 徹夫   萩原 満久   関根 隆光 

水戸  恵   藤田 恵子   奥津 雅史 

加藤 和正   山形 照之 

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  

4/24合計 ２８，０００円 

今年度累計 ９８５，７０８円 

例会日 総数 出席 欠席 Ｍｕ 出席率 

本日  
免除2名 

32 
(2) 

24 
(2) 6 4 93.33% 

4/3修正 

免除2名 
32 
(2) 

24 
(2) 6 4 93.33% 

出席報告  

 

 

国際ロータリーと他団体との協力 

( R I Cooperation with Other Organizations) 
 

ＲＩの使命は、ロータリーの目的を遂行するために

ロータリアン、ＲＣおよびロータリー地区に助力

し、支援し、指導することにある。こうした援助

は、ロータリーが引き続き適切性を持ち、生活の質

の向上と人間性の尊重に役立ち、あらゆる職業にお

いて高度の道徳的水準を守ることを奨励すると共

に、国際理解と平和を推進する事を確約する事にな

る。これを達成するために、ＲＩは、時に、今後の

課題を共有し、共通の目標をもつ他の団体と協力す

ることが適切である。 

ロータリー以外の団体とのそうした協力活動はすべ

て、ＲＩ理事会により設定されている手続きおよび

基準に凖処していなければならない。 


