
 

  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

皆様こんにちは。早くも10月に入りましたが

台風24号は各地に大変な被害をもたらしたよう

でありますが、皆様大丈夫だったでしょうか。

今回の台風は記録的な暴風にみまわれ本当に心

配でした。さて今日は宮本幹事に代わって奥津

副幹事に代理でお願い致しました。実は先週丹

野パスト会長と同席した時に、本人より頭の後

頭部にコブの様なものが有り、これを調べる為

に検査入院することになり、クラブの活動はしばらく休暇をさせて下さい

との話がありました。大変驚いている処であり異常でないことを祈るばか

りであります。しばらくの間奥津副幹事と共に行動いたしますので宜しく

お願いいたします。 

さて今月は30日にガバナー公式訪問があります。少し早いかもしれませ

んが是非御出席をお願いしたいと思います。そして今日は菊池ガバナー補

佐の卓話があり、楽しみにしておりますのでいろいろとご指導お願い申し

上げます。ともかくクラブとして一番は会員増強であることには変わりま

せん、どんな些細なことでも良いと思いますので、連絡をお願いしたいと

思います。又、My rotaryの登録を何としても公式訪問までには80％以上

登録しましょう。宜しくお願いいたします。だんだんと秋らしくなって紅

葉の美しい季節となリ、10月の和風月名を神無月（かんなづき）と言い、

いろいろと諸説があるようであります。全国の八百万の神々がみんなの幸

せを願って、神様たちが出雲大社で相談する為だそうです。その為日本中

の神社の神様が留守になるので神無月（かみなしつき）と言われ、出雲地

方だけを神在月（かみありつき）と言われております。現在も出雲大社は

縁結びの神様と言われており、何となくロマンを感じますが？ 今日は

夜、理事会がありますので宜しくお願いいたします。 

 

 
 

1. 地区より、「ＲＬＩパートⅡ」の案内が届き

ました。 

 ・日時 11月30日(金) 9:30 開会 17:30終了 

 ・場所 大宮ソニックシティ会議室 906号室 

 ・会費 1名6,000円 (締め切り10月25日まで

一杯になり次第打切り) 

2. 地区より、飯淵昭二会員の「ＲＬＩ修了書」

が届いております。 

3. 地区より「財団グローバル補助金セミナー」の案内が届いております。 

 ・日時 10月26日(金) 18:00 開会 20:30終了 

 ・場所 浦和コミニティセンター パルコ９階 第15集会室 

本日の例会 
第1819例会 10月16日(火) 

 10月9日(火)は、 

規定により休会です。 

第12例会 2018年10月16日発行 

会   場 市民会館いわつき 301 
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会長挨拶 小宮 勇会長 

会   場 市民会館いわつき 301 
点   鐘 12:30 
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斉   唱 四つのテスト･ロータリー

 の目的･我等の生業 

ご来客紹介 小宮 勇会長 

会 長 挨 拶 小宮 勇会長 

お客様挨拶 小宮 勇会長 

幹 事 報 告 宮本和寿幹事 
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次回例会案内 丹野寿明例会委員長 

幹事報告 奥津雅史副幹事 

次回例会案内 
第1820例会 10月23日(火) 
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  ・会費 1名3,000円 (締め切り10月3日まで) 

4. 第3・4グループガバナー補佐より、「第１回ＩＭ実行

委員会」の案内が届きました。 

 ・日時 10月29日(月) 18:00   

 ・場所 オノオノ大宮店  

 出席予定者 菊池和彦ガバナー補佐、加藤和正

ガバナー補佐幹事、山形照之IM実行

委員長、丹野寿明直前会長 

5. 同じく菊池和彦ガバナー補佐より「第6回会長・幹

事会」の案内が届きました。 

 ・日時 10月26日(金) 18:00   

 ・場所 石関(イシゼキ)  

6. 地区より「高校生韓国研修派遣団員募集」の案内

が届きました。 

 ➀日時 2019年3月23日(土)～28日(木)  

  5泊6日予定 

 ②募集人員 45名 費用1名75,000円 

  (内クラブ負担40,000円) 10月31日締切 

7. 岩槻商業高校より「文化祭」の案内が届きまし

た。10月27日(土)AM9:30～PM3:00 

8. さいたま観光国際協会より「交流センター便り25号」

が届きました。回覧 

9. 今晩6:30より、第7回理事会が「雅致」にて開催さ

れます。 

 

◆中川ガバナーの挨拶YouTubeより 

 中川高志ガバナーより10月の会員宛てのビデオメッ

セージが届きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

◆橋本かほる財団・米山担当理事 

何時も財団・米山へのご寄付

を有難うございます。今月は1

ド ル 112 円 で す。250 ド ル で

28,000円、米山寄付は25,000円

です。 

 
 

◆山形照之公共イメージ委員長 

 今月は米山月間ですので、

ロータリーの友には、米山に関

する記事が多く掲載されており

ます。 

ガバナー月信の10月号には、

我がクラブの杉田政男会員がメ

ジャードナー38,200ドルで、遠藤光治会員と萩原秀咲

会員がマルチプルの6回目で掲載されております。

又、米山の方では、斎藤公司会員がマルチプル8回目

で、菊池ガバナー補佐がマルチプル3回目で掲載され

ております。 

 

◆健康増進部会よりお知らせ 

 藤堂 昇会員 

 10月6日（土）に有志で栃木

市を中心にハイキングを行いま

す。参加する方は午前7時に岩

槻駅集合にて参ります。 

 
 

◆増渕 明管理運営部門担当理事 

 家族同伴親睦旅行のご案内を

致します。11月25日(日)・26日

(月)に掛けて山梨県昇仙峡方面

に参ります。正式には今晩の理

事会にて承認後に皆様にFAXさ

せていただきます。ご予定の方

を宜しくお願い致します。 

委員会報告  
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飯淵昭二会員
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の終了証が届
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◆ご挨拶 菊池和彦第4グループガバナー補佐  

 皆さん、こんにちは。 

本日は台風一過の青空で爽やか

な天気となりました。 

中川年度も先程のガバナーメッ

セージ通り、3ヵ月が経過しま

した。 

今年度は豪雨災害、地震、台風と自然災害の多い年廻

りとなりました。 

北海道の地震も大きな被害が出ました。 

私は先々週の三連休に北海道へ行って来ました。飛行

機はマイレージを使ったので、なかなか希望の便は取

れませんでした。 

結局、女満別空港になり、地図を広げると有名な網走

監獄やカーリング女子の北見市が近くだったので行っ

て来ました。 

2日目は知床半島、羅臼へ行き、初めて国後島を見ま

した。とても大きく、近い北方領土を目の当たりにし

ました。 

 先週の土曜日は大宮東RC・大宮東RAC・栄東高校IAC

の合同例会が開催され、閉会後に11ヶ国の青少年交換

学生との英語コミュニケーションが行われました。 

中川年度の青少年交換学生は15名が選ばれたそうです。 

 昨日は大宮西RCへ表敬訪問に行って来ました。１つ

感心したのは、米山奨学生に奨学金を渡すところで

す。奨学金はロータリアンの支援金であり、母国と日

本との懸け橋になって国際社会で活躍して欲しい、勉

学に励んで欲しい旨を会長がお願いをして渡していま

した。意義の有る贈与風景でした。 

大宮西RCからの伝言があります。 

 10月23日(火)、我がクラブでは井原 實パストガバ

ナーの卓話がありますが、その時にメーキャップツ

アーに来られるという事です。 

 ガバナー公式訪問につきましては、大宮西RC、岩槻

RCの2クラブが終わりました。 

来週は大宮北RCと大宮東RCが連日で行われます。現

在、約70%終了しており、地区大会迄には全ての公式

訪問を終える予定です。 

 マイロータリーの登録は、当クラブは20％です。地

区の登録率は45％なので、公式訪問迄に頑張りましょ

う。マイロータリーは各クラブの動向も知る事が出来

ると同時に、手続き要覧よりタイムリーに内容が分か

ります。又、ＲＩもマイロータリーを見て世界のロータ

リークラブを把握したいと考えているのかも知れません。 

 最後に地区大会への大勢の参加をお願い致しまし

て、本日の挨拶とします。 

今後も宜しくお願い致します。 

 

 

◆遠藤光治奉仕プロジェクト理事 

 国際奉仕委員会からの要請事項(2018.10.2) 

 9月21日に居酒屋・なべ家に

於いて奉仕プログラム委員会を

開きました。そこで、本年、小

宮年度の国際奉仕委員会の活動

計画では「世界でよいことをし

よう・世界に仲間をつくろう」

の計画が立てて有りこの実施に当たり地区からは新た

な地域、新たなプロジェクトの実行をと言われていま

本日のテーマ クラブフォーラム  
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■ 橋本  昇会員 お誕生祝い 

■ 飛田美佐子会員   〃 

 

■ 山形 照之会員 ご結婚記念 

■ 宮本 和寿会員   〃 

■ 藤堂  昇会員   〃 

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‥‥。 

ガバナー補佐ご挨拶 
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した。そこで、次のことを計画しました。 

1. 次年度、飯渕昭二年度は岩槻東ＲＣ創立40周年を

迎えるに当たり国際奉仕の事業を検討すると言っ

ておりました。 

2. 当クラブには水戸恵会員がタイの出身であります

のでタイ国を候補に挙げさせていただきました。 

3. 実施に当たりタイのロータリークラブ、又はタイ

国に於いて事業をサポート出来るＮＰＯの団体を

探すことからのスタートと思っています。 

4. それには、今年度、今から行動を起こさなければ

間に合わないと思いますので会員の皆様にご協議

をお願い致します。(この後、夜間に行われた第7

回理事会にて内容について承認されました。) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 
 

小宮  勇  早くも10月に入りました。今月はガバ

ナー公式訪問があります。体調を崩さ

れる方が出てしまい残念です。体調に

気を付けてください。 

菊池 和彦  今年度も3ヶ月が過ぎ、爽やかな季節に

入りました。ロータリーを楽しみま

しょう!! 

遠藤 光治  気温の差が大きいので、体に気を付け

ましょう。 

斎藤 公司  飯淵さん、石垣島のお土産有難う、美

味しかったです。 

杉田 政男  菊池和彦ガバナー補佐、遠藤理事、卓

話有難うございます。秋の空になりま

した。 

阿津澤 清  台風でテントが飛んでいきました。 

飯淵 昭二  ダイビングショップオープンしました。 

山形 照之  結婚祝い有難うございます。 

中里  仁  今年は米、とれないです。平年以下です。 

藤堂  昇  週末また台風が来そうです。皆さん気

を付けてください。 

飛田美佐子  あっという間に10月ですね。年末まで

忙しいぞー。 

山崎 和雄  先日の台風、影響ありませんでしたか? 

藤田 恵子  大変久し振りの例会参加です。本日も

宜しくお願い致します。 

橋本  昇  誕生祝い有難うございます。 

増渕  明  飯淵様、石垣島のお土産有難うござい

ます。 

橋本かほる  台風の被害でお困りの事などございま

したらお知らせ下さい。 

丹野 寿明  台風の被害は大丈夫でしたか? 

萩原 満久   関根 隆光   奥津 雅史 

加藤 和正   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  

10/2合計 ３７，０００円 

今年度累計 ３６０，０００円 

例会日 総数 出席 欠席 Ｍｕ 出席率 

10/2免除 
2名 

30 
(2) 

22 
(2) 6 5 96.42% 

9/9修正 

免除2名 
30 
(2) 

30 
(2) 8 5 100.0% 

出席報告  

 

国際大会 ( Convention) 

ＲＩ国際大会は、会計年度の最後の3か月間に、

ＲＩ理事の決定する時と場所において開催される。 

主たる目的は、国際レベルにおいて、全ロータリ

アン、特に次期クラブ会長、ＲＩ及びＲＣの次期役

員を、鼓舞、激励しかつ情報を与え、これによって

地区レベル及びクラブレベルにおけるロータリーの

発展を活発に推進しようとする意欲を起こさせよう

とするものである。1998年規定審議会で、理事会は

国際大会開催の10年前までに国際大会の期日と場所

を決めることができるようになった。また、国際大

会の定足数が6分の1から10分の1になった。 

 


