
 

  

 

 

 

 

 
 

■ 岩槻ＲＣ 会長 原田晃博様・幹事 津田一幸様 
 

皆様こんにちは、先週は西日本地方にお

いて、大変大きな豪雨による被害が、平成

での最悪規模の状態になってしまいまし

た。13府県で多くの方々が被害にあってし

まい、亡くなられた方々へ、お悔やみを申

し上げたいと思います。 

さて先週7日より、クラブ研修セミナーと

管理運営部門のセミナーが、さいたま市文化センタ―にて開催され、午前

中クラブ研修セミナーに田中徹夫会員が、午後に管理部門セミナーに増渕 

明会員と私が出席いたしました。その中でＲＬＩの研修には、増渕会長エ

レクトにお願いをいたしたいと思います。宜しくお願いいたします。又9

日に宮本幹事と一緒に大宮西RCへの表敬訪問をさせていただきました。 

菊池ガバナー補佐も大変ご苦労様でした。 

明日は大宮東RCへの訪問であります。まだまだスタートであり、これか

らも続きますので、気が抜けません。 

先月には、大阪北区に置いて大変大きな地震が発生し、悲しい事故が報

道されました。 

国土交通省から,私達の業界団体にも通達がありましたので、その報告を

いたします。 

去る6月18日午前7時58分ごろ、大阪北部に最大震度6弱の地震が発生いた

しました。まだ皆様方には記憶に残っているのではないかと思います。小

学校4年の児童が、通学の時間帯に崩れたブロック塀の下敷きになり，犠

牲になってしまい、大変悲しい事故になってしまいました。悲しい出来事

で言葉にはなりません。しかも小学校側のプールを囲っている塀が崩れ犠

牲になってしまいました。ニュースを見ますと、倒れる前の通学路は、き

れいな絵が描かれており、大勢の児童が通っていたようです。その構造を

見ますと、基礎部分が1.9ｍの上に、ブロック塀1.6ｍ（8段）の構造で

す。この構造にはいろいろと問題があると思いますが、この塀は学校耐震

調査外の対象になっているようであります。この地震により、各学校関係

の危ないブロック塀が続々と報告されました。今日は少しでも参考になれ

ばと思い，資料を持って来ましたので参考にしてください。 

次に、私達は公共イメージ委員会担当による、ロータリーの友の情報を

一早く提供されており、大変助かっております。皆様「ロータリーの友」

を読んでいますか。私を含めてなかなか、読まないのではないでしょう

か? 是非、読みましょう。この雑誌は200円（＋消費税）です。ロータリ

アンの義務でもあり是非読みましょう。 

 

  
 

1. 米山記念奨学会より「上期普通寄付」のお願いが届いております。 

本日の例会 
第1809例会 7月17日(火) 

次回例会案内 
第1810例会 7月24日(火) 

会   場 大磯吉田邸・他 

 大磯プリンスH 

例会テーマ 家族同伴納涼例会 

担   当 親睦活動委員会 

第2例会 2018年7月17日発行 

小宮年度(2018～2019) 

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 
国際ロータリー第2770地区  
第4グループ 
国際ロータリー第2770地区  
第4グループ 

第2例会 7月10日(火)1808号 
会 場 市民会館いわつき 301 
点 鐘 12:30 

テーマ 各担当理事所信 
 
担 当 会長・幹事 

インスピレーションになろう 

 

インスピレーションになろう 

 

インスピレーションになろう 

 

会   場 市民会館いわつき 301 
点   鐘 12:30 
担   当 会員増強委員会 
 

斉   唱 それでこそロータリー

ご来客紹介 小宮 勇会長 

会 長 挨 拶 小宮 勇会長 

お客様挨拶  

幹 事 報 告 宮本和寿幹事 

委員会報告 

スマイル報告 例会委員会 

例会テーマ グループフォーラム 

出 席 報 告 出席奨励委員会 

次回例会案内 丹野寿明例会委員長 

 

会長挨拶 小宮 勇会長 

幹事報告 宮本和寿幹事 
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 １名2,500円 

2. 地区より第2770地区マス

コット「みらいくん 着

ぐるみ」貸出の案内が届

いております。(昨年度

末に届いたものです。) 

回覧 

3. 菊池和彦第4Gガバナー補佐より、「第4回会長・幹

事会の案内」が届いております。 

 ・日時 7月25日(水)   

 ・場所 オノオノ 大宮店 

4. 吉田 正記念オーケストラ実行委員会より「県立春

日部高等学校にての記念オーケストラ」のパンフ

レット配布のお願いが届いております。理事会に

て検討 

5. 7月24日(火)クラブの納涼例会の返事が未だ出して

いない方は至急、事務局までお願いします。 

6. 大宮北東RC、大宮北RCより週報がどいております。 

 回覧 

 

 
 

◆山崎和雄直前幹事  

〇 前年度の最終例会の決算

が纏まりました、それと

録音機の調子が悪いの

で、買換えました件と併

せて後ほど理事・役員の

方にご承認のFAXをさせ

ていただきます。 

〇 段ボールの回収にご協力頂きましたので、リサイ

クル共同組合より21,646円が振り込まれました。

前年度の社会奉仕委員会の方へ入れたいと思いま

す。因みに宮本和寿会員、菊池和彦会員、橋本昇

会員と私(都市管理サービス)の各企業からの提供

によります。ご協力有難うございます。尚、今後

更に協力頂ける方は申し出てください。 

 

◆増渕 明親睦委員長 

7月24日(火)の納涼例会の件ですが、未だお返事が

出ていない方は、私の方へお報せください。FAXして

ありますが、岩槻駅西口に8時集合出発です。大磯プ

リンスホテル、大磯城山公園方面に参ります。宜しく

お願いします。 

 
 

 

 
 

◆クラブ管理運営委員会担当理事 増渕 明 

この度、クラブ管理運営

委員会担当理事を拝命する

事となりました、増渕で

す。宜しくお願い致しま

す。入会７ヶ月にして、ク

ラブ管理運営担当理事とい

う重責を担う事に当初は正直戸惑いを覚えました。勿

論、今も不安はあります。しかし幸いなことに、諸先

輩方は質問に丁寧に対応して下さいますし、色々なア

ドバイスも頂けます。本音は皆さんの方が「大丈夫

かぁ～？」と不安だからなのかもしれませんけ

ど・・・ 

ロータリークラブの何たるかを良く知らずに入会させ

て頂き、今も理解不足な点が多く、きちんと職責を果

たせるよう勉強していかねばとは思っていますが、至

らない点は是非ご意見・ご指導頂ければと思います。 

話しは少しそれますが、入会して約１ヶ月、初めて

児童養護施設いわつきにて地域社会奉仕活動に参加し

た時に、すごく楽しく充実した気持ちになった事を覚

えています。 

また新年例会や懇親ゴルフなど、年齢や会員歴、性別

に関係なくここまで楽しく交流を図れる会は初めての

経験でした。何が言いたいのかと言うと、私自身がこ

の初心を忘れず楽しんで活動していく事を大切にした

いと思っています。その為には、例会だけでなく懇親

会、屋外活動など、様々な場で積極的に情報を共有し

コミュニケーションを深めて参りたいと思います。 

前任の奥津理事の壁は相当高いと思っていますが、引

き続き「楽しめる」「学べる」「為になる」クラブ運

営の為に頑張って参りたいと思いますので、皆様のご

理解とご協力又、ご支援・ご指導・ご鞭撻を一年間ど

うぞよろしくお願いいたします。 

 

◆会員増強委員会担当理事 阿津澤 清 

小宮 勇・宮本和寿年度

に向けて新年度の抱負を発

表します。去年は素晴らし

い会員が増えました。そし

て、倶楽部に活気がありま

す。更に若い仲間を増やし

ていきたいと思います。 

去年に引き続き皆様のご紹介を基本として５名の増強

を図りたいと考えています。 

担当理事所信発表  

委員会報告  
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 若い会員さんが増えていますので、次の時代へとつな

げていきたい。 

今までにリストに挙がった人もさらに押してみる。

又、今までに退会した会員の御子息さんや、身内にも

声をかけていきたいと考えます。 

親睦活動の会のレクレーションにも参加して人間のふ

れあいを大事にしていく、この事が出席率向上につな

がります。女性会員が多いので女子の力を借りて増強

をしていきたいと考えております。今後ともよろしく

お願いいたします。 

 

◆公共イメージ委員会担当理事 山形 照之 

 公共イメージ委員会は副委

員長の藤堂会員、熊木会員、

末次会員、菊池G補佐の以上5

名のメンバーで一年間頑張り

ます。 

 ＲＩのテーマ「インスピ

レーションになろう」このテーマは会員一人ひとりが

意欲を持って新しい事に挑戦しよう…と提言し士気を

鼓舞するフレーズです。中川ガバナーは挨拶の中で会

員と会うときは、これを挨拶代わりに言おうと云って

おります。「全てはクラブ活性化の為に…」実り豊か

な奉仕を目指して、クラブ運営方針達成の為に可能な

限り効果的かつ効率的に公共イメージの向上を心掛

け、クラブを盛り上げていきましょう。又、それが増

強活動に繋がると思います。 

 会報委員会は会員の出席への関心、そして出席率を

高められるように、委員会活動状況、ロータリー情

報、地区の情報などを通じて、例会の出席状況を知ら

せる。又、次週の例会予告、プログラムの案内、委員

会の集まりに参加をし、会報に掲載していければと思

います。 

 クラブが地域社会、市民にロータリー活動を知って

もらうよう「ロータリーの友」「ガバナー月信」を区

役所、銀行、病院の待合室に置いてもらえるようお願

いに参ります。 

 

◆奉仕プログラム委員会担当理事 遠藤 光治 

 皆さん今日は、昨年度に

引き続き奉仕プロジェクト

委員会を担当させて頂きま

す。 

今年度のＲＩテーマは「イ

ンスピレーションになろ

う」そして地区運営方針は、「すべてはクラブ活性化

のために」となっています。 

そこで活動計画では地域社会奉仕・ブライダル委員

会では、8月19日に行われます「岩槻まつり」への参

加。次に9月9日に地区補助金を活用して「養護施設い

わつき」の皆さんを鉄道博物館へ連れていき、見学を

実施する予定になっております。また、「公益財団法

人埼玉県 腎・アイバンク協会」への登録者の増員に

協力する。 ポリオ撲滅に向けてペットボトルキャプ

の回収事業の実施。 クラブ活性化の為に継続事業の

再精査を行う。 災害発生時の支援と地域防災対策事

業の活動と年度計画書に記載しましたけれど、西日本

の豪雨被害を見ますとロータリー活動範囲をはるかに

超えているのを感じました。また、ブライダル事業の

活性化を推進していきます。 

以上が地域社会奉仕・ブライダル委員会の所信とし

ます。 

次に国際奉仕委員会の藤田恵子委員長の年度計画書

に従いまして発表させて頂きます。 

➀ 世界でよいことをしよう。 

➁ 世界に仲間をつくろう。 

➂ 世界があなたを待っている。 

➃ 他のクラブへの親睦訪問やロータリー友情交換を通

して国際的な繋がりを拡大する。 

次に職業奉仕委員会の山崎和雄委員長の年度計画書

では地区補助金・岩槻まつり・ペットボトル回収など

社会奉仕への協力。それに、職場見学など実施し、異

業種の様子を学ぶ。職場体験事業への協力。以上が奉

仕プログラム委員会の発表とさせて頂きます。 

 

◆青少年奉仕委員会担当理事 中里 仁 

 青少年交換事業で昨年

は、岩槻から稲山君をフラ

ンスへ派遣し、タリータが

フランスより参りました。

このプログラムは将来的に

我々の未来を担ってくれる

様な人に、例えば緒方貞子さんの様な人に成って欲し

いと考えています。身近では、慈恩寺小学校の生徒達

と一本苗をバケツで育てる事業を継続してやっており

ます。生徒たちにお米の生育の状態と、食べ物を大事

にする心を養っていけたら…と思います。以上です。  
 

◆Ｒ財団・米山奨学委員会担当理事 橋本かほる 

 前年度に続いてロータリー財団、米山委員会担当理

事の橋本です。日頃は、皆様のご協力に心より感謝申

しあげます。早速、新年度の例会からご寄付を複数の
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方々からお預かり致しまし

た。ありがとうございま

す。前年度も100％以上達成

しました。達成できないク

ラブも多々ある中、毎年財

団も米山も100％達成出来て

いることは素晴らしい事だと思います。それは我が岩

槻東ＲＣの会員がロータリアンとしての意識が高い事

を表している印だと思います。 

 子供の頃の経験はとても大切です。補助金事業で

行った前年度の移動動物園の開催、今年度は交通博物

館の見学、遠足の経験が子供達の将来に、微々たるも

のかもしれないですが、生きる力の一部となるのでは

ないでしょうか。 

また米山記念奨学制度は優れたプログラムです。奨学

生にはカウンセラーが付き、物・心両面で支援して将

来、日本と世界を結ぶ架け橋となって、世界平和の為

に貢献できる人。ロータリーの良き理解者となる人材

を育成することを目的とする最高のプログラムです。 

今年度も双方ともより良い活動が出来ますようサ

ポートさせて頂きます。どうぞ皆様よろしくお願い申

し上げます。 

 

 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

小宮  勇  昨日、大宮西RCへ宮本幹事共、表敬訪

問させていただきました。今日は各理

事の皆様方、宜しくお願い致します。 

宮本 和寿  理事の皆様所信、宜しくお願い致しま

す。会員皆様の協力、あっての一年間

です。どうぞ宜しくお願い申し上げま

す。 

遠藤 光治  西日本の豪雨災害大変ですね。この事

を教訓に生きていきます。 

斎藤 公司  米山記念奨学会寄付100％目標です。 

ご協力をお願いします。 

山崎 和雄  丹野年度に古紙回収した売り上げを社

会奉仕委員会へ繰り入れました。 

丹野 寿明  各担当理事の皆様、1年間ご活躍を宜し

くお願いします。 

増渕  明  本日、所信表明で緊張しますが、宜し

くお願いします。 

藤堂  昇  理事の皆様、一年間宜しくお願いしま

す。 

阿津澤 清  関西方面の集中豪雨、大変な被害で

す。 

山形 照之  小宮会長、2回目の例会はゆとりが出て

いますね。 

加藤 哲男  西日本、大雨災害、お見舞い申し上げ

ます。 

清水 常三  毎日暑い日が続きますが、熱中症に気

を付けましょう。 

中里  仁  八頭いも、肥料をやっています。 

飛田美佐子  西日本の災害を見て、埼玉って平和だ

なぁ～。 

関口 裕美  一日も早く災害が復旧しますように。 

奥津 雅史   田中 徹夫   萩原 満久 

橋本かほる   萩原 秀咲 

ニコニコＢＯＸ・出席報告 

 2018～’19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   小宮  勇 
例 会 場 さいたま市民会館いわつき Tel  048-756-5151 幹    事  宮本 和寿 
クラブ事務局   Tel 048-757-9786  Fax 048-756-5539 会報委員長 山形 照之 

U    R    L http://www.iwatsuki-east-rc.org 
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ニコニコBOX金額報告  

7/10合計 ２５，０００円 

今年度累計 １１４，０００円 

例会日 総数 出席 欠席 Ｍｕ 出席率 

7/10免除 
2名 

30 
(2) 

21 
(2) 7 4 89.28% 

6/24修正 

免除3名 
32 
(2) 

32 
(2) 0 0 100.0% 

出席報告  

スマイル報告の加藤哲男会員と出席報告をする

斎藤公司会員、いつもご苦労様です。 


