
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 先程、山崎幹事からロータリー財団と

米山の寄付金が今年度の目標額を達成し

たとの報告を受けました。これも皆様の

善意によって成されたものです。心から

感謝申し上げます。 

本日は小宮会長年度「次年度クラブ協

議会」の後半が控えております。時間的

にかなりタイトであることが予想されますので、本日はこれを以って会長

挨拶とさせて頂きます。 

 

 

 

1. 第4G清水恒信ガバナー補佐より「クラ

ブ訪問報告書提出」の依頼が届きまし

た。 

2. ＲＩ日本事務局より財団室NEWSが届い

ております。  回覧 

3. ロータリーの友5月号が届いておりま

す。レターケースに入れてあります。 

4. 日本財団より、5月のロータリーレートが1ドル108円の案内が届きまし

た。 

5. 次年度菊池ガバナー補佐より、5/10(木)寿々家にてパスト分区代理・

パストガバナー補佐の顔合わせ会の案内が届いております。田中PG、

山形Pガバナー補佐、加藤グループ幹事出席予定。 

6. 小宮年度の第2回理事会を、5/11(金)6:30より同じく寿々家にて開催し

ます。 

7. 本日、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。  

 

 

 

◆青少年交換学生 タリータ・マリーナ 

 皆さんこんにちは。今日は4月にした事

を話します。1日に東京に行き上野、六本

木、渋谷美術館、桜を見ました。今月の一

番変わった事は、ホストファミリーが変

わった事です。3日から瀬田家にいます。

東大宮に住んでいて家から大和田駅まで

自転車で行き、大和田から岩槻まで電車

会長挨拶 丹野寿明会長 

幹事報告 山崎和雄幹事 
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 で、その後は学校まで歩きます。瀬田さんの皆は大好き

です。兄弟は 2人で 19 歳の弟と 12 歳の妹がいて、みん

なは優しいです。映画館に行ったり公園を散歩したり、

カレーも初めて食べました。9日に学校が始まり友達に

会うのがうれしかったです。びっくりしたのは、Hels 

Check でした。フランスでは無いので、びっくりしまし

た。良い事だと思います。21-22 日は留学生と Rotex と

来年行く人も一緒に北本に行って泊まりました。ゴル

フやゲームをやってとても楽しかったです。 

29 日は瀬田さん達と東京タワーへ行って景色を見まし

た。美しかったです。窓がなかったので、空気を感ずる

事は良い事だと思いました。瀬田さんの友達とフラン

ス語で話しできました。懐かしかったです。7月の終わ

りまで日本では、毎日楽しんでいたいです。有難うござ

いました。 

 
 

◆藤田恵子青少年交換委員長 

通常ですと、ホストファミ

リーの瀬田さんには、ご出席頂

きませんので、報告致します。

次に5月25(日)に第4G青少年交

換委員会報告会を6時30分よ

り、寿々家にて行います。関係

者にはすでにFAXが届いているかと思います。 

 

◆橋本かほる財団・米山奨学委員長 

 お蔭様で、財団・米山の寄付

が100％達成いしました。あり

がとうございます。但しベネ

ファクター1名が未だ達成され

ておりませんので、宜しくお願

い致します。  

 
 

 

 

◆2018～2019年度会長 小宮 勇 

 前回に続いて、第２回目のク

ラブ協議会を開催いたします。

奉仕プロジェクト、青少年奉

仕、ロータリー財団・米山の各

部会に別れて話し合いをお願い

いたします。奉仕プロジェクト

の部屋は人数が一番多いので、５階の501号室を抑え

てありますので、そちらに移動してください。尚、時

間が余りございませんので、速やかに協議の上、10分

本日のテーマ 次年度クラブ協議会 

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   〃 

 
 

 

ご結婚記念・お誕生祝い  

今月、誕生月・結婚月の皆様、お目出とうございます。これからもお元気で‥‥。 

写真はタリータの活動の

中から思い出に残る新

年例会の時の久伊豆神

社の写真とお花見の写

真です。 
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 前までにはこの例会場へ戻ってください。それではよ

ろしくお願いいたします。 

 
 

◆遠藤光治奉仕プロジェクト担当理事 

社会奉仕・国際奉仕・職業奉仕

の基本方針は、ＲＩ会長のテー

マは「インスピレーションにな

ろう」いう事ですが、私なりに

これをひらめきとか思いつきと

かに考えさせて頂きました。 

次年度は、養護施設いわつきの子供達を鉄道博物館

に連れて行く事に決めました。後はアイバンク、ペッ

トボトルのキャップの回収なども継続して行っていき

たいと思います。ブライダル事業の活性化もおこなっ

ていきます。最後に「岩槻まつり」についてですが、

チャリティのイベントを行って売り上げの30％を「手

をつなぐ育成会」に寄付する。その他細かい事は次回

の例会でも皆で話し合っていきたいと思っておりま

す。 

 

◆中里 仁青少年奉仕担当理事 

萩原秀咲会員、菊池和彦会員

と私の3人で話し合いました。

青少年には、近い将来は世界的

に活躍できる人材の育成をめざ

して行きたいと考えておりま

す。今年は、青少年交換はおこ

ないません。インターアクトは担当の先生がいなくな

ると活動が中止してしまうのが、現状です。ライラに

ついては、以前、私も北海道へライラに参加した経験

がありますが、なるべく我々も参加して行きたいと考

えております。 

 

◆橋本かほる財団・米山担当理事 

岩槻東ロータリークラブは

100％達成しておりますので、3

年後の補助金も100％頂ける事

になります。100％達成してい

るクラブは地区全体の40数％に

なります。寄付金のお願いにつ

きましては、委員会のメンバーが担当して、分けて集

金する形を取りますので、次年度もご協力をどうぞよ

ろしくお願い致します。 

 

 

 

 

各担当理事の報告  

写真上は、財団・米山の合同委員会の風景です。 

501号室で行われた奉仕プロジェクト合同委員会風景 

青少年委員会は3名ですが、建設的な話合いでした。 
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◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 
 

丹野 寿明  小宮さん、いよいよ始まりですね。 

山崎 和雄  クラブ協議会、宜しくお願いします。 

斎藤 公司  三月節句、五月節句が順調に終わり

ほっとしています。 

菊池 和彦  次年度、小宮会長、宮本幹事、クラブ

協議会お疲れ様です。 

小宮  勇  後期高齢者になりましたが、特に変化

ありませんが、クラブ協議会、宜しく

お願いします。 

杉田 政男  誕生祝い、有難うございます。5月で90

歳になりました。感謝!! 

宮本 和寿  前回、お休み致しまして申し訳ありま

せんでした。小宮年度クラブ協議会、

ご協力宜しくお願い致します。  

阿津澤 清  連休も終わりました。結婚記念日はい

つも連休です。 

加藤 哲男  結婚・誕生祝いの皆様、おめでとうご

ざいます。 

(同趣旨)   関口 裕美    

飛田美佐子  新しいホストファミリーでも、楽しく

過ごしている様ですね!!タリータ日本

語が上手になりました。 

増渕  明  本日のクラブ協議会、宜しくお願いし

ます。 

遠藤 光治  5月というのにお寒うございます。 

(同趣旨)   飯淵 昭二  

清水 常三  タリータさん、お久しぶりですね。 

(同趣旨)   萩原 秀咲   橋本かほる  

中里  仁  八頭を植えています。 

萩原 満久   奥津 雅史   水戸  恵 

加藤 和正   藤田 恵子   田中 徹夫 

 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 
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ニコニコＢＯＸ・出席報告 

ニコニコBOX金額報告  

5/8合計 ３６，０００円 

今年度累計 １０２１，７０８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% 

4/17修正 

免除2名 
32 
(2) 

22 
(2) 8 5 90.00% 

出席報告  

 

 

国際ロータリーの会合への出席 (Attendance at 

Rotary International Meeting) 

ＲＩ理事会は、標準ＲＣ定款の条項を次のように解

釈してきた。ロータリアンが会期2日以上のＲＩの会

合(例えば地区大会)に出席したとき、その期日が

メークアップ期間内に含まれる場合、2回分のメーク

アップとみなすことができる。 

 

国際ロータリーの使命 

(The Mission of Rotary International ) 

ＲＩの使命は、加盟クラブによるロータリーの目的

遂行を支援することである。すなわち、 

〇 加盟クラブの結束を育むことによって。 

〇 世界くまなくロータリーを充実、発展させること

によって。 

〇 ロータリーの活動を世界中に知らせることによっ

て。 

〇 国際規模の管理体制を用意することによって。  

クラブ協議会の為、

通常とは違う席の例

会風景です。 

宮本和寿例会委員

長の司会も残り僅か

となりました。お疲れ

様！！ 


