
 

  

 

 
 

 

 
 
 

■ 末次 哲朗 会員 お誕生祝い 

■ 遠藤 光治 会員   〃 

■ 奥津 雅史 会員   〃 

■ 熊木  景 会員   〃 

■ 杉田 政男 会員 ご結婚記念 

■ 遠藤 光治 会員   〃 

■ 加藤 哲男 会員   〃 

 
 

 
 

■ 国際ロータリー第2770地区ガバナー 中川高志様(大宮RC) 

■ 第４グループガバナー補佐 菊池和彦様(岩槻東RC) 

■ 地区副幹事 関口 茂様(大宮RC) 

   

 

 皆様こんにちは。大分秋らしくなり気持ちの良

い気候になりましたが、私は、この季節になると

何時も体調を悪くしてしまう事がありますが、今

のところ大丈夫なようです。季節の変わり目は特

に気を付けたいと思います。さて今日は、国際

ロータリー第2770地区ガバナー中川高志様、第４

グループガバナー補佐菊池和彦様、地区副幹事関口 茂様をお招き致しま

して、例会、そしてクラブ協議会が予定されておりますので長時間になり

ますので、宜しくお願い致します。 

 本年度のＲＩテーマは「BE THE INSPIRATION （インスピレーション

になろう）」この言葉でスタートしました。本日は、中川ガバナーと大い

に語り合いを致しましょう。 

又、若い京野新悟会員が入会され少しずつですけど、クラブに変化を生

み出している気がいたします。クラブに新鮮な空気と活力が必要でありま

す。今年度会員増強目標35名の挑戦でありますので更なる前進をしていき

ましょう。 

さて11月3日文化の日であります。岩槻駅東口周辺にて鷹狩り行列が行

われる予定であります。江戸時代徳川家康は鷹狩りを好んで行ったようで

あります。慶長14年（1609）の3月に岩槻城が火災で焼失してしまい同じ

年の12月に、鷹狩りを行いながら岩槻城の復興状況を確認しに来るなど、

たびたび岩槻を訪れていたようであります。岩槻城主が将軍を出迎えたと

いわれているところは城の入り口（加倉口御門外）現在の本町1丁目付近

（八雲神社、岩槻郷土資料館）と言われております。その歴史の一ページ

を再現いたしますので是非見学をしたいものですね。以上です。 

本日の例会 
第1822例会 11月6日(火) 

第15例会 2018年10月30日発行 

会   場 大宮ソニックシティ 

例会テーマ 地区大会 

お客様紹介 

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15例会 10月30日(火)1821号 
会 場 市民会館いわつき 301・401 
点 鐘 12:30 

テーマ RID2770 中川高志ガバナー 
 公式訪問例会 
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 

 

会長挨拶 小宮 勇会長 
次回例会案内 

第1823例会 11月10・11日(土日) 

会   場 市民会館いわつき 301 
点   鐘 12:30 
担   当 会長・幹事 
 

斉   唱 君が代･奉仕の理想 

ご来客紹介 小宮 勇会長 

結婚誕生祝 親睦活動委員会 

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 

委員会報告 

スマイル報告 例会委員会 

例会テーマ 公式訪問例会 

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 

１１月お誕生日･ご結婚記念の 

皆様おめでとうございます！ 
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1. 地区事務所より、「地区大

会記念講演＆公演」へのお

誘いのチケットが届いてお

ります。 

 因みに講演者は歌手 八神純

子さんです。 

2. 米山記念奨学会より杉田政男会員にメジャード

ナー13回目と橋本昇会員に米山功労者表彰状が届

いております。 

3. 米山記念奨学会より杉田政男会員、山崎和雄会

員、橋本かほる会員、阿津澤清会員に寄付の領収

書が届いております。 

4. ロータリー財団より橋本かほる会員に領収書が届

きました。 

5. ＲＩ本部より11月のロータリーレートが1ドル112

円のお知らせが届きました。 

 
 

◆橋本かほるR財団・米山担当理事 

11月のロータリーレートは１

ドル112円です。引き続き皆様

のご協力をお願い致します。 

 

 

 

◆遠藤光治地域社会奉仕委員長 

「岩槻今昔写真展」を岩槻駅

前ワッツ東館1階にて、10/26

(金)～11/5日(月)AM10:00～

18:00迄開催しておりますの

で、時間のある方、興味のあ

る方は見に来てください。 

 

◆増渕 明管理運営担当理事 

 11/25(日)～11/26(月)の家

族同伴親睦旅行の会費を次週

11/6(火)の例会から、集金さ

せていただきます。因みに未

だこれからでも申込は、間に

合いますので、追加をお待ち

しています。 

委員会報告  
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幹事報告 奥津雅史副幹事 

 
 

◆中川 高志（なかがわ たかし）様(大宮RC) 

生年月日  1951年6月28日 

事業所   医療法人大宮シティクリニック 

職業分類  医科  

【経歴】 

1980年3月 東京慈恵会医科大学卒業 

1982年4月 埼玉県立がんセンター消化器内科勤務 

1988年4月 大宮シティクリニック開設 院長就任 

1992年4月 同上医療法人に改組 理事長就任 

 現在に至る 

 

 

【ロータリー歴】 

2002年8月21日  大宮ロータリークラブ入会 

2012～2013年度  会長 

2014～2015年度  会員増強委員長 

2015～2016年度  地区Ｒ財団部門委員長 

2016～2017年度  第3グループ・ガバナー補佐 

2018～2019年度  第2770地区ガバナー 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

新会員の京野新悟会員に

中川高志ガバナーより、

バッチの贈呈が行われま

した。そして、これからの

ロータリーライフを楽しむと

共に奉仕の心で励んで欲

しいとのお言葉をいただき

ました。 

杉田政男会員に

米山記念奨学会

より、マルチプル

13回目の功労表

彰 状 が 届 き ま し

た。お め で とうご

ざいます。 

卓話者プロフィール  
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◆ 国際ロータリー第2770地区ガバナー 中川 高志 

 皆さんこんにちは、クラブ訪問にお伺いしましたガバナーの

中川でございます。公式訪問の主な目的は、会員の意欲を高

め、支援を提供することです。今日は皆さんと一緒に、入会者

にとって魅力があり、現会員が満足できるような活気あるクラ

ブをつくるために、どのように柔軟なクラブ運営や新しい試み

を取り入れていくのか考えていきましょう。 

 私は2018年1月にサンディエゴで国際協議会に参加してきま

した。目的は、ガバナーに向けての準備、ロータリーの優先事

項について理解を深める、世界中のガバナーとネットワークを

築く機会をつくることなどです。世界中から500人以上のガバ

ナーエレクトとパートナーがサンディエゴに集まり6日間にわ

たって研修を受けます。9回の本会議と11回の分科会そして会

長エレクト主催晩餐会をはじめたくさんの楽しい交流プログラ

ムが用意されています。本会議は同時通訳がつきます。分科会

は日本の34人の同期エレクトと3人の研修リーダーの下2組に分

かれてRLI方式で討論していきます。パートナーには別のプロ

グラムが用意されています。 

 第1回の本会議でバリー・ラシン会長エレクトのテーマ発表

がありました。BE THE INSPIRATIONNについてラシン会長はま

さにインスピレーションになって熱く語ってくれました。新し

いビジョン声明、ロータリーの優先事項は別表をご覧くださ

い。 

「変化を生み出そうという意欲をクラブ会長と地区内ロータ

リアンの心に芽生えさせていただきたいのです。もっと何かをしよう、

可能性を最大限に発揮しようというやる気を引き出し、それぞれのやり

方で前進できるよう手助けすることが皆さんの仕事です」というラシン

会長の熱い支持の下、2018-19年度第2770地区の地区活動・運営方針は 

BE THE INSPIRATION 
全てはクラブ活性化のために 

―実りある豊かな奉仕を目指して― 

としました。 

ロータリーを理解するために、マイロータリーに全員登録する、ロー

タリー賞にチャレンジする、ロータリーデーを開催する。奉仕活動強化のためローターアクトを倍増する。数値

 IWATSUKI-EAST ROTARY CLUB WEEKLY REPORT 

公式訪問卓話  
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目標は別表のとおりです。 

クラブ各位には、増強、奉仕プロジェクトの推進、

青少年交換留学生の派遣、受け入れ、米山記念奨学生

の受け入れ、インターアクト、ローターアクトの提

唱、友好、姉妹クラブの締結など数多くのプロジェク

トやプログラムを推進いただき大変感謝しています。

これらの活動を通してさらにクラブが活性化されるこ

とを願っています。とても楽しくクラブを訪問させて

いただきました。ありがとうございます。 

 

 

 

◆斎藤公司出席奨励委員長 

出席率を上げるには、いろい

ろ方法はあると思いますが、一

番自然体で易しく出来る方法と

しては、親睦を基本に考えて、

楽しいクラブライフにする事に

よって出席が楽しくなり出席率

が良くなる。我がクラブではこれを実践しており常に

90％を越えております。 

斎藤公司米山記念奨学委員長 

 米山記念奨学金制度は、特に優れたプログラムで

す。奨学生に対する支援の考え方が以前は貧しい人に

手を差し伸べる「救貧型」であったのが、今は世界の

懸け橋になれるような「知的貢献型」に変わってきた

事、カウンセラー制度である点など、最高のプログラ

ムであると思います。今年も寄付目標額100％達成に

向かって努力しています。(現在85％) 
 

※斎藤公司委員長からの原稿を頂きましたので、掲載

させていただきました。 

 

◆清水常三親睦委員長 

親睦委員会活動方針について 

 ロータリークラブの原動力

は、会員相互の親睦の和ではな

いかと思います。当委員会とし

ては、会長方針に従い、会員同

士の意思の疎通として大変貴重

な時間でありクラブの活性化に

役立て行こうと述べられております。委員会としては

「明るく楽しく、会員家族の皆様と共に」参加出来る

活動計画を立てました。 

委員会の活動計画といたしましては、会員の結婚、

誕生祝いを月の第一例会日に、記念品をお贈りしてお

ります。誕生月の方には、季節の果物を、結婚月の方

 IWATSUKI-EAST ROTARY CLUB WEEKLY REPORT 

クラブ協議会 
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 には、元会員のヤハギ園の胡蝶蘭を、それぞれお贈り

しております。 

納涼例会は、7月24日に神奈川県大磯町にありま

す、戦後の内閣総理大臣を務められた吉田茂邸と庭園

を拝観し、大勢の参加者と楽しく過ごされたと言う事

であります。 

委員長の私が参加できず大変申し訳なく思っております。 

家族同伴旅行につきましては、11月25日(日)～26日

(月)一泊二日の予定で、山梨県の石和温泉、昇仙峡の

紅葉狩りを楽しみ、そして親睦を深められるよう現在

計画進行中であります。 

新年例会は、会場、予算等について検討してまいり

ます。 

 花見例会につきましては、健康増進部会さんとハイ

キングをかねて、小田原城見学と桜を・予定しており

ます。 

副会長の藤堂昇様の提案によりまして、有志の方を

募って、ハイキングをしようと言う事で、次のように

計画を立てております。 

第一回目は、既に10月6日に実施いたしました、古き

良き時代を残す蔵の町栃木市を散策されました。 

第二回目・11月には、川越市。 第三回目・3月に

は、湯島天神。  

第四回目・花見例会と健康増進部会との合同による。

(ハイキング、小田原城と桜)。 

第五回目・千葉県佐倉市。年5回の予定で、ハイキン

グを予定しております。 

親睦委員会の奥津委員が中心になって、会員家族の

親睦を深めようと、年数回のゴルフコンペを開催して

おります。 

小宮年度、第一回ゴルフコンペを11月14日に、アジア

下館カントリー倶楽部において開催いたします。以

上、親睦委員会の活動報告といたします。ご指導のほ

ど宜しくお願い申し上げます。 
 

※清水常三会員より、体調が悪く欠席の為、原稿を

メールにてお寄せ下さいましたので、掲載させていた

だきました。 

 

◆菊池和彦第４グループ・ガバナー補佐 総評 

皆様、お疲れ様でございま

した。本日は中川高志ガバ

ナーをお迎えいたしまして、

公式訪問例会10時50分頃から

懇談会を行いました。今日の

私からの感想は、ガバナーの

卓話の時も静かに聞いて下さり、勉強になった事と思

います。又、クラブ協議会にも全員が参加して頂き、

従来に無いほどの好出席率かと思います。これを踏ま

えて来年の40周年までには、是非40名の会員増とMy 

Rotary への全会員の登録、そして、いよいよ11月10

日～11月11日には、地区大会でございます。全員のご

参加をお願いして、私の総評としたいと思います。中

川ガバナー風邪気味のところを長時間にわたってご指

導いただき、有難うございました。 
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写真左は懇談会風景、上は中川高志ガバナーと菊池和

彦第４Gガバナー補佐に対し、感謝の花の贈呈が行われ

ました。ご指導ありがとうございました。 
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◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 

 

 

 

小宮  勇  国際ロータリー第2770地区中川高志ガ

バナー、菊池和彦ガバナー補佐、関口

茂地区副幹事、ようこそお越し下さい

ました。公式訪問宜しくお願い致しま

す。 

加藤 哲男  中川高志ガバナー、菊池和彦ガバナー

補佐、関口地区担当幹事ようこそ。公

式訪問勉強させていただきます。 

阿津澤 清  中川ガバナーようこそ。宜しくお願い

致します。 

（同趣旨）  遠藤 光治    増渕  明 

       萩原 秀咲    丹野 寿明 

       飛田美佐子    斎藤 公司 

       京野 新悟    加藤 和正 

       橋本かほる    中里  仁 

       山形 照之    杉田 政男 

関根 隆光  ガバナー公式訪問例会の成功を祈念致

します。 

山崎 和雄  先週、四国一周して来ました。坂本竜

馬気分に浸ってきました。 

田中 徹夫   萩原 満久   水戸  恵 

飯淵 昭二   奥津 雅史 

 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 

ニコニコＢＯＸ・出席報告 
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ニコニコBOX金額報告  

10/30合計 ２９，０００円 

今年度累計 ４５０，０００円 

例会日 総数 出席 欠席 Ｍｕ 出席率 

10/30 
免除3名 

31 
(4) 

23 
(4) 4 2 89.28% 

10/16修正 

免除3名 
31 
(3) 

23 
(3) 5 4 96.42% 

出席報告  

 

国際ロータリー事務局  

(Rotary International Office) 

世界本部以外の世界各地にある事務局。各事務

局は、指定された地域のRCと地区ガバナーに業務

奉仕する。 

◎ Rotary International Brazil Office  ブラジル

事務局 

◎ Rotary International Europe and Africa Of-

fice  ヨーロッパ及びアフリカ事務局 

◎ Rotary International Japan Office 日本事務局 

◎ Rotary International Korea Office 韓国事務局 

◎ Rotary International South Asia Office   

 南アジア事務局 

◎ Rotary International South Pacific and Phil-

ippines Office  南太平洋及びフィリピン事務局 

◎ Rotary International Southern South America 

Office  南アメリカ南部事務局 

 

四つのテストとロータリー

の目的を斉唱する山崎

和雄職業奉仕委員長。 

公式訪問担当副幹事の関

口茂様(大宮RC)には、朝早

くから一日、ガバナーのお

供にてご苦労様でございま

す。 


