
 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

皆様こんにちは。今日のクラブ週報ホット

ニュースによりますと、６月13日(木)に杉田パ

スト会長が、岩槻ＲＣにて卓話をされ、又、山

形パスト会長、清水パスト会長様が同行されま

した。お二人ともご苦労様でした。 

今日は入梅の晴れ間かもしれませんが、また

明日から曇りが多くなるようです。梅雨は６月の半ば過ぎてこれからが本

番かもしれません。さて近頃は何かと暗いニュースが多いですね。その中

で明るいニュースはサッカ―女子Ｗ杯フランス大会が開催され、「なでし

こジャパン」は初戦、アルゼンチン戦はドローで勝ち点１又、⒕日にはス

コットランド戦は２対１で勝ち、勝ち点３を取り、勝ち点4で最後のイン

グランド戦の結果を待たなくても、決勝トーナメントに３大会連続、進出

を決定したようであります。いずれにしてもイングランド戦は頑張っても

らいたいと思います。 

さて先週はグループフォーラムを開催し、あまり時間がなく十分な討議が

出来ませんでしたが、大変貴重な時間を持つことが出来、有難うございま

した。私の最後の定例会場の例会は今日で終了いたしますが、本当に、こ

こまで来ますと、時間の速さを感じており、多くの皆様方から助けて頂

き、本当に有難うございました。今はほんの少しほっとしていますが、最

終例会が22日にありますので、まだまだ気が抜けないようであります。宮

本幹事には自分の体調の事も大変心配であるのに係わらず、クラブの為に

力を差し伸べて頂き、大変感謝申し上げたいと思います。有難うございま

した。今日は後期活動に対して各理事及び各委員会担当の皆様方、発表宜

しくお願いいたします。   

 

 
 

1. 国際ロータリー日本事務局より、2019年6月

末以降は弗口座の停止により、弗送金は受け

付けられなくなりましたので、銀行にて、円

に換えての送金をお願いします。 

2. ロータリー米山記念奨学会より「第231号ハ

イライトよねやま」が届きました。回覧 

3. 6/18(火) PM6:00～  中華「永楽」にて、次年度「地域社会奉仕委員

会」「公共イメージ委員会」の合同会議を行います。 

 

 
 

◆橋本かほるロータリー財団・米山理事 

宮本和寿幹事からの報告にもございましたが、今までの財団へのご寄付

本日の例会 
2019-20 飯淵年度 

第1854例会 7月2日(火) 

第46例会 2019年7月2日発行 

会   場 市民会館いわつき301 
例会テーマ 各理事所信 

担   当 会長・幹事 

委員会報告  

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46例会 6月18日(火)1852号 
会 場 市民会館いわつき 301 
点 鐘  12:30 

テーマ 各理事下半期の報告 
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 

幹事報告 宮本和寿幹事 

次回例会案内 
第1855例会 7月9日(火) 

会   場 市民会館いわつき 301 
例会テーマ 飯淵年度初例会 
 

点   鐘 12:30 
斉   唱 君が代･奉仕の理想 

ご来客紹介 飯渕昭二会長 

結婚誕生祝 親睦活動委員会 

会 長 挨 拶 飯渕昭二会長 

お客様挨拶  

幹 事 報 告 奥津雅史幹事 

委員会報告 

スマイル報告 例会委員会 

例会テーマ 会長・幹事所信表明 

担   当 会長・幹事 

出 席 報 告 出席奨励委員会 

次回例会案内 加藤哲男例会委員長 

例会案内 
第1853例会 6月22日(土) 

ホテルブリランテ武蔵野 

小宮年度最終例会 



 

2 

 は6/27現在で、ＲＩの口座が閉鎖となりますので、弗

送金が出来なくなります。銀行にて、円に換金してか

らの寄付となりますので、宜しくお願い致します。 

 

◆山形照之公共イメージ担当理事 

 今日の週報に最終例会は6/22(火)は、6/22(土)の誤

りです。宜しくお願い致します。 

 

◆増渕 明管理運営担当理事 

 ご報告ですが、22日(土)に、岩槻駅改札口に3時集合

にてお願い致します。 

 次年度の「家族同伴納涼例会」のご案内です。レ

ターケースにパンフレットが入れてございます。 

申込締切りが7/5(金)となっております。奮ってご参加

をお願い致します。 

 

 
 

◆増渕 明管理運営委員会担当理事 

(上期については、12月の上

期報告にて既に行われてお

りますので、紙面の関係上

割愛させて頂きます。) 

1. 新年例会１月８日(火)

ジョルダン君の勤務先、

ホテル椿山荘にて実施、庭園散策後、バイオリン

とフルートの生演奏を聴きながら食事。多くのご

夫人、ご家族の参加を頂きました。: 31名参加 

2. 花見・ハイキング例会４月２日(火)小田原城内の

桜と天守閣を見学⇒だるま・天丼を含めた和食

コースの昼食⇒白秋童謡館・小田原文学館見学⇒

鈴廣にて買物 ：14名参加 

3. 親睦ゴルフ ※奥津親睦活動副委員長 ６月21日

(金)川越グリーンクロスにて実施 

 ：10名参加 

4．最終例会 ６月22日（土）ホテルブリランテ武蔵野

にて実施予定 ：35名参加 

5. マイロータリー登録状況 

  年度初め：会員数30名 登録者数６名 20％ 

  上期終わり：会員数30名 登録者数14名 46.7％ 

  現状：会員数29名 登録者数28名 96.6％  

 ※特に京野新悟会員の尽力によるところが大き

い！ 

※次年度も引き続き、管理運営委員会の理事を拝命す

ることとなりました。皆様のご指導とご協力をいただ

きながら、本年度の経験を活かし、皆様が参加したく

なるような、また新会員の入会につながるような企画

を考えて参りたいと思います。宜しくお願い致しま

す。 

 

◆阿津澤清会員増強担当理事 

本年度は、この例会で終

わりとなります。増強委員

会としては京野さん1人が入

会して頂きましたが、その

後進展がなく終わりそうで

すが、次年度の納涼クルー

ジングに参加してもらうようにパンフレットを届けて

います。 

皆様に紹介して頂いた人は継続的に資料を届けてい

ます。 

出席に関してはすばらしい数字をあげている。この

まま退会者が出ないように増強して行きたいと思いま

す。今後ともよろしくお願いします。 

 

◆山形照之公共イメージ担当理事  

下期の報告・広報委員会

は会員増強に繋げようと病

院・銀行や区役所にロータ

リーの友を置いていただく

ようお願いに行きましたが

あと一歩で止まってしまい

ました。 

会報委員会は西村さんに全部丸投げで反省をしていま

す。 

 

◆遠藤光治奉仕プロジェクト委員会理事 

〇地域社会奉仕・ブライダ

ル委員会から発表します、 

１.8月1９日の岩槻まつりで

は手をつなぐ育成会と

チャリティーイベントで

流しそうめん・チョコバ

ナナ・ポップコーン・生ビールの販売を行い、売

り上げの中から58,530円をチャリティー基金とさ

せて頂きました。 

２.9月9日に地区補助金を使って児童養護施設いわつ

きの子供達を鉄道博物館の見学をしました。 

3. ポリオ撲滅に向けてペットボトルキャップの回収

の実施。 

活動計画で残念ながら実行出来なかった事業は

「腎・アイバンク協会への人道支援・地域防災対
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 策事業・ブライダル事業の活性化を推進する。」

以上3つの事業である。 

〇国際奉仕委員会 

1. 次年度40周年記念事業のタイ国のピサヌローク県

バーン・ラカム地区にあるワットドンパイ学校の

支援事業に向けて、ご理解と活動をしました。 

〇職業奉仕委員会 

1. 本田自動車工場の職場見学を計画しましたが出来

ませんでした。    

2. 4月９日に橋本会員宅の農園におきまして苺狩りを

行い、その後関根会員宅の光秀寺に於いて座禅例

会を行いました。  

 

◆中里 仁青少年委員会担当理事 

 今回は、特に発表する様

な事業はございませんでし

た。次年度に向けて検討し

ていきたいと思います。 

 

 

 

◆橋本かほるロータリー財団・米山担当理事 

 財団と米山は活動内容を

皆様にご理解して頂いて、

心から気持ちよく寄付をし

て頂く事が目的ですが、初

めは私自身が良く理解して

いなかったので、何で寄付

するのだろう?と疑問に思っていました。今年度は、

皆さんに快くご寄付して頂き、杉田政男会員には、

2200弗と小宮会長にベネファクターのご寄付をして頂

きましたので、100％達成出来ました。又、米山も斎

藤公司委員長さんに早くから動いて頂きましたので、

これもいち早く100％達成致しました。1年間のご協力

に感謝申し上げます。 

 

◆杉田政男副会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 
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例会最後に2-3分のお話

を杉田政男会員に行って

いただきました。 

6月21日(金)に、小宮年度最終親睦ｺﾞﾙﾌ大会を川越グ

リーンクロスに於いて、行いました。時折、雨に見舞わ

れましたが、全員楽しく過ごす事が出来ました。 

写真上２枚は、小宮年

度定例会場最後の例会

風景。そして、加藤哲男

会員によるスマイルの報

告と斉藤公司会員によ

る出席報告、更に関根

隆光会員には、会計を１

年間行って頂きました。 
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小宮  勇  皆様、今日はこの例会場にて、私の最

終例会となります。皆様に一年間助け

て頂き、何とか来ました。未だ、最終

例会があります。宜しくお願い致しま

す。 
 

 

杉田 政男 6月13日、岩槻ロータリークラブに招か

れ卓話を致しました。有難うございま

す。 

阿津澤 清  遅刻してすみません。小宮会長、宮本

幹事、ご苦労様でした。 

遠藤 光治  今年度の奉仕プロジェクト委員会の事

業が皆様方のお蔭でほぼ終了出来まし

た。 

山崎 和雄  いよいよ最終例会ですね。小宮会長、

宮本幹事ご苦労様でした。乗用車を取

り替えることになりました。 

菊池 和彦  理事の皆様、一年間誠にお疲れ様でし

た。 

加藤 哲男  小宮年度、楽しませて頂きました。各

理事、有難うございました。 

藤田 恵子  小宮年度も残すところ、最終例会のみ

となりました。小宮会長、宮本幹事、1

年間お疲れ様でした。 

( 同趣旨  ) 萩原 秀咲   丹野 寿明 

清水 常三 杉田さん、いつも写真有難うございま

す。 

増渕  明  先週は、都合により例会欠席、申し訳

ございません。 

飛田美佐子  糖質ダイエットしている私にとって、

今日のランチは最高です!じゃあ無くて

ヤバイです。 

中里  仁  梅雨の晴れ間、暑いですね。 

山形 照之   萩原 満久   飯淵 昭二 

田中 徹夫   宮本 和寿   加藤 和正 

関根 隆光   斎藤 公司   橋本かほる 

    

 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  

6/18合計 ３３，０００円 

今年度累計 １，２８３，５００円 

例会日 総数 出席 欠席 Ｍｕ 出席率 

6/18 
免除2名 

29 
(2) 

24 
(2) 3 2 96.29% 

6/4修正 

免除2名 
29 
(2) 

20 
(2） 7 5 92.59% 

出席報告  

 

 

シェア・システム (Sher System ) 
 

財団プログラムに参加することは、財団を成功させ

る重要な一翼を担うことである。管理委員会は寄付

の使途について地区に発言権を与え、地区が最大限

プログラムに参加できるように、資金の分配に関す

るシェア・システムを開発した。全ての地区の年次

プログラム基金への寄付は二つの活動資金に分けら

れる。地区の年次プログラム基金への寄付の60％

は、地区財団活動資金（ＤＤＦ）となる。ガバナー

は地区に相応しい方法で、直前ガバナー、ガバ

ナー・ノミニー、その次の年のガバナー・ノミ

ニー、地区財団委員長、地区内の他のロータリアン

と協議して、地区財団活動資金の配分を事務総長に

報告する。 

残りの40％の国際財団活動資金（ＷＦ）は、他の財

団プログラムの資金となる。 

シェア・システムの詳細については、毎年出版され

る「ロータリー財団要覧」と「シェア配分の手引

き」に載っている。  


