
 

  

 

 

 

 

 
 

 
 

■ 大宮西RC会長   新井 清太様・幹事 新藤 栄介様 

■ 大宮北東RC会長  真中 潤治様・幹事 遊馬 久治様 

■ 第4Gガバナー補佐  菊池 和彦様(岩槻東)  

    〃   補佐幹事  加藤 和正様(岩槻東)  

 

 

皆様こんにちは、連日の猛暑で体調は如何

でしょうか? 

今日は大宮西RC新井清太会長、新藤栄介幹

事、大宮北東RC真中潤治会長、遊馬久治幹事

ようこそ、訪問をしていただきまして、誠に

有難うございます。後ほどご挨拶を宜しくお

願い致します。そして大変忙しい中、国際

ロータリー2770地区第４グループガバナー補佐菊池和彦様、例会に出席い

ただきまして誠に有難うございます。 ここの所、各部門のセミナ―が目

白押しで、暑さの中大変だと思いますが宜しくお願いいたします。 

 去る13日に奉仕プロジェクト委員会担当理事の遠藤会員と共に、大宮鉄

道博物館へ打ち合わせに行って来ました。又、15日には青少年奉仕部門セ

ミナ―に中里理事、16日は奉仕プロジエクト部門合同セミナー（職業、社

会、国際各委員会）に山﨑会員、遠藤会員、藤田会員と共に大宮ソニック

シティへ参加して来ました。21日、22日、28日と各部門のセミナ―が迫っ

ておりますが、各部門への会員の皆様方のご出席、宜しくお願いいたしま

す。 

さて、良いニュースがないか…と思いつつ、2020年東京五輪の聖火リレ

―の概要が決まりました。東日本大震災からの復興五輪を印象付ける為、

同年3月26日に福島県からスタートして、121日間に亘り、全47都道府県を

つなぐ予定であります。一度は沖縄からのスタートで決まっていたようで

すが、良かったと思います。因みに埼玉県は7月7日～9日の3日間の予定に

なっています。又、第100回全国高校野球選手権記念大会の予選が、全国

で開催されております。被災地の方々は大丈夫でしょうか? 埼玉県では

南・北埼玉大会が7日より開催され、158チーム（162校）が参加致しまし

た。しかし最近、「野球離れに危機感」との報道があり、朝日新聞が５年

に一度、全国約4000の加盟校にて実態調査を行った結果、高校野球の野球

離れが現場にも、実感として進んでいる事が明らかになりました。部員数

も減少傾向であり、危機感が広がっているようであります。今回の調査で

は、［他競技の人気］が73.9％で、他の競技の人気が、高校野球の現場に

大きな変化があるようです。そもそも野球人気が今迄、あり過ぎたのでは

ないか? と言われていますが、どうでしょうか…? 

次にこんな話の記事が載っていました。寝て返す(負債)，寝ているだけ
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 で返済できる(借金)がある事がご存じだろうか。(睡

眠負債)という。日本大学医学部精神医学講座の内山

真教授の話によりますと、睡眠時間の短縮や睡眠の質

の低下による不足分のことを言います。此の借金が膨

らむと、日中の眠気を引き起こし、仕事の作業効率の

低下や遅刻、欠勤、交通事故等を招きやすい。働く世

代の(負債)による経済損失は、国内総生産(ＧＤＰ)の約

1％に当たるそうです。内山様の調査によりますと、

床についている時間が9時間以上の人では、寝つきが

悪くなり、夜中や早朝に目が覚めたり、睡眠に問題を

抱える割合が高かったようであります。時間が来たか

ら寝るのでなく、眠くなってからが一番だそうです

が。皆様方はどうでしょうか。 

最後に今年度も、Ｍｙ Ｒｏｔａｒｙへの登録になります。

登録しようと強い意志が必要ではないでしょうか、会

員一人ひとりが挑戦してください。登録されました方

を中心にクラブとして、時間を取り、進めていきたい

と思いますが，登録済の皆様方，是非ご協力宜しくお

願いいたします。 

 

 
 

◆第4グループガバナー補佐 菊池 和彦様 

 皆様、改めましてこん

に ち は。本 日 は 第 4 グ

ループガバナー補佐とし

てご挨拶をさせていただ

きます。小宮会長・宮本

幹事ご就任、誠におめで

とうございます。西日本

では、大変な災害の為お亡くなりになられた方々に

は、心よりお見舞いを申し上げます。この暑さの為、

復旧に大変かと思いますが、頑張って欲しいと願って

おります。 

 さて、中川ガバナー年度も7月7日(土)に第1回のセ

ミナーが始まり、目白押しにセミナーの開催がござい

ます。今年度は「クラブ活性化を如何にするか?」と

言う事です。ＲＩ会長賞もＭｙ Ｒｏｔａｒｙの登録が100％と

ならなくては会長賞が貰えないというネックがあるよ

うです。我がクラブもすでにＭｙ Ｒｏｔａｒｙのアカウント

登録が出来ている方は皆さんに情報提供して、一人で

も多くの会員がＭｙ Ｒｏｔａｒｙのアカウント登録をして頂

ければ幸いです。又、田中徹夫パストガバナーの話で

は、新会員の5年未満が45％になっているのが現状の

様です。これも時代の流れか…と思われます。私もク

ラブを代表して今年度ガバナー補佐という大役を仰せ

つかりましたからには、一生懸命務めて参りたいと思

いますので、どうぞ皆様のご協力を宜しくお願い致し

ます。 

 

◆大宮西RC会長 新井 清太様 

 大宮西ロータリークラブ第56代の会長を務めさせて

頂きます新井清太と幹事の新藤栄介です。どうぞ本日

は宜しくお願い致

します。先日、う

ちのクラブの女性

会員から岩槻東ク

ラブさんの女性会

員の方とお会いし

た時、「うちのク

ラブはとても素晴らしいクラブなのよ～」と話してい

た…と聞きました。本日伺ってみると本当に田中徹夫

パストガバナーを初め、老壮成の会員が揃っており

又、新しい会員さんや女性会員がいらっしゃって明る

い良いクラブの雰囲気を感じます。 

丹野寿明会長の年には、清水恒信ガバナー補佐と藤嶋

補佐幹事がＩＭ・ゴルフといろいろとお世話になりまし

た。有難うございます。大宮西RCは現在会員数が123

名おりますが、ここだけが自慢出来る事です。岩槻東

さんを目標にしっかりと頑張って参りたいと思います

ので、一年間どうぞ宜しくお願い致します。 

 

◆大宮北東RC会長 真中 潤治様 

ご紹介頂きました大宮北東ロータリークラブの第28

代会長を仰せつかりました真中潤治と遊馬久治でござ

います。本日は、

小宮会長と宮本幹

事様のご就任のお

祝いと皆様への表

敬訪問にお伺い致

しました。クラブ

で は、「囲 碁 大

会」と「少年野球

大会」を行ってまいります。会員数は現在16名です。

挨拶が短いですが今年一年間、どうぞ宜しくお願い致

します。 

 

◆大宮北東RC幹事 遊馬 久治様 

 改めまして、こんにちは。2015-2016年度にガバ

ナー補佐を拝命致しました遊馬久治でございます。そ

の年度は、杉田会長がご高齢にも拘らず会長職を無事

に立派に果たされた事、いまでも鮮明に覚えておりま

お客様ご挨拶  
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 す。当日の丹野寿明幹事さん、菊池和彦IM実行委員さ

ん初め、皆様に大変お世話になりました事をこの場を

お借りしてお礼申し上げます。有難うございました。 

 

 
  

1. 地区より「地区大会記念ポリオ撲滅チャリティゴ

ルフ」の案内が届いております。 

・日時 10月15日(月)  

・場所 プレステージカントリークラブ  

・各クラブ4名以上(地区役員含む) 

2. 米山記念奨学会より萩原

秀咲会員に米山功労者 

第７回マルチプルの感謝

状が届いております。 

3. 米山記念奨学会より「ハ

イライトよねやま 220

号」が届いております。 回覧 

4. 小宮年度、第５回理事会を８月７日(火)「雅致」

にて行います。 

5. 丹野年度の最終理事会を８月10日(金)「寿々家」

にて行います。夫々関係者は予定に入れてくださ

い。 

 

 
 

◆橋本かほるＲ財団・米山担当理事 

Ｒ財団のロータリーレー

トは1弗110円ですので、年

次寄付とポリオを合わせま

して、27,500円です。宜し

くお願い致します。又、7月

31日の火曜日、例会終了後

に財団・米山の合同委員会を開催いたしますので、予

定に入れて頂きます様、お願い致します。 

 

◆増渕 明管理運営担当理事 

7月24日(火)に、家族同伴

納涼例会を開催いたしま

す。集合は岩槻駅西口に8時

集合・出発です。宜しくお

願い致します。 

 

 

 

 

 

 
 

◆会員増強担当理事 阿津澤 清    

小宮・宮本年度例会テー

マ第１弾は「増強のフォー

ラム」となりました。今年

は菊池ガバナー補佐を輩出

していますので是が非でも

５名の会員を増強していき

たい。 
 

クラブ全体でできること 

＊ 会長が毎回例会で会員増強をお願いすること 

＊ クラブでイベントを行う・ゴルフコンペ・食事

会・ロータリーの勉強会など 

＊ 誰かがやるだろうの過去の考え方の脱却 

＊ 現在地区会員の全体でも５年未満の会員が４５％

となっている 
 

問題点 

＊ 高齢化になって体調不良で退会者が多くなっている 

＊ 他のＲＣとライオンズクラブとの競合 

＊ 入会してメリットが分かりずらい 

＊ 地域内の企業や商業者が減少している 
  

など問題点はたくさんあるが、良いことのほうが多

いので自分の人生の中でロータリーライフをどう理

解していき、人間形成や、考え方の向上を図ってい

くのか人生勉強です。 

１年間よろしくお願いします。 

本日のテーマ グループフォーラム  

委員会報告  

幹事報告 宮本和寿幹事 
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◆加藤哲男Ｐ・例会副委員長 

 

 

新井 清太様(大宮西RC) 

 今年 1年間、

どうぞ宜しく

お願い致しま

す。 

新藤 栄介様(大宮西RC) 

 小宮会長、宮本幹事様、ご就任おめで

とうございます。菊池ガバナー補佐、

いつもお世話になっております。皆様

どうぞ宜しくお願い致します。 

真中 潤治様(大宮北東RC)  

 小宮会長、宮本幹事様、ご就任おめで

とうございます。岩槻東RCの皆様、1年

間ご指導、宜しくお願い致します。 

遊馬 久治様(大宮北東RC)  

 小宮会長、宮本幹事様、ご就任おめで

とうございます。菊池ガバナー補佐の

ご活躍と共に貴クラブの益々のご発展

をご祈念申し上げます。 

小宮  勇  連日の猛暑、体調に気を付けましょ

う。第4グループガバナー補佐菊池様、

宜しくお願いします。大宮西RC新井会

長、新藤幹事、大宮北東RCの真中会

長、遊馬幹事、ようこそお越しくださ

いました。 

宮本 和寿  菊池ガバナー補佐、大宮西会長・幹

事、大宮北東会長・幹事、暑い中ご訪

問有難うございます。 

菊池 和彦(第4Gガバナー補佐)  

 皆さん、ロータリーを楽しみましょう！！

一年間宜しくお願い致します。 

加藤 和正(第4Gガバナー補佐幹事) 

 大宮西RC会長 新井様、幹事 新藤様、

大宮北東RC会長 真中様、幹事 遊馬

様、クラブ訪問有難うございます。 

( 同趣旨 )   阿津澤 清    山形 照之 

       斎藤 公司    橋本かほる 

杉田 政男  連日の猛暑です。熱中症にお気をつけ

てください。 

( 同趣旨 )   藤堂  昇    萩原 満久 

       関根 隆光    丹野 寿明 

       飯淵 昭二 

遠藤 光治  気象庁発表の35℃は、外の日差しの強

いところでは、50℃です。 

藤田 恵子  お陰様で、会社の報償旅行で沖縄・石

垣に行ってきました。 

飛田美佐子  暑い日が続きますが、アルコールは水

分じゃないですから、気を付けてくだ

さい。 

中里  仁  云うまいと思えど今日の暑さかな。 

奥津 雅史   田中 徹夫   増渕  明 

加藤 哲男   清水 常三 

 

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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国際ロータリーのプロジェクト  

( Rotary International Projects) 

 ロータリーの目的は、個々のクラブおよびロータ

リアンの活動を通じて最も効果的に現れる。その活

動は、ロータリーの各種奉仕部門にわたるもので、

各クラブが自己の能力、資力、および、会員がどの

ような特別なニーズと奉仕の機会に関心を持ってい

るかを考慮してその活動が決定する。しかし時に

は、ＲＩが、クラブの連合体として、ロータリーの

綱領の推進に役立つプログラムやプロジェクトで、

しかもそれに参加する集合クラブと個々のロータリ

アン達との共同活動によって有益な結果が得られる

と思われるものを発表することは、妥当と言える。 

ロータリーの公式行事においては、役員に対し、一度だ

け、席次に従って敬称で呼びかけるべきである。配偶者

を同行している場合、同じ席次である。 

ニコニコBOX金額報告  

7/17合計 ４１，０００円 

今年度累計 １５５，０００円 

例会日 総数 出席 欠席 Ｍｕ 出席率 

7/17免除 
2名 

30 
(2) 

23 
(2) 5 3 92.85% 

7/3修正 

免除3名 
30 
(2) 

25 
(2) 3 3 100.0% 

出席報告  


