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先週の初例会は無事に進
行する事が出来、皆様のご協
力に感謝申し上げます。
本日はお客様として兄弟ク
ラブであります「岩槻ロータ
リークラブ」の三浦会長、増岡幹事様にお越しい
ただきました。三浦会長とは４年前同じ幹事同士
でお世話になり、又同時期に会長を務める事にな
り、何か運命的なものを感じます。１年よろしく
お願い申し上げます。
さて、初例会以来、毎日ロータリーしております。
恒例の表敬訪問ですが、火曜日に大宮北東クラブ
さんを訪問いたしました。少ない人数ながら皆さ
んロータリーのスペシャリストばかりの方々で、
緊張いたしました。水曜日は大宮クラブさんを訪
問、同じ例会場ですが、やはり 60 数年の伝統を
感じました。木曜日は岩槻ロータリクラブさんを
訪問しましたが、顔なじみの方が多くほっとでき
る例会でした。ただし各クラブに共通した課題は
やはり例会の出席率かなと感じました。
土曜日は地区の米山のセミナーに参加しました。
当クラブから、内山会員、藤嶋幹事が出向してお
ります。特に藤嶋幹事は選考委員会の委員長を務
めており、受け入れクラブ選定の基準に付き、明
朗快活に発表していました。当クラブからは、山
崎委員長、福田カウンセラー、坂原副委員長、も
ちろんディルバさん、そして私が参加しました。
米山奨学会の事務局長さんが講演されていまし
たが、「米山事業は寄付を集めるだけの団体では
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ありません。留学生の育成をはかることを目的に
しています。その為に寄付が必要になるのです」
とのお話があり、改めて米山奨学会の意義を再確
認した次第です。

お客様紹介

新見 和男 副会長

岩槻ロータリークラブ 会長 三浦 宣之 様
〃
幹事 増岡 昌行 様
米山記念奨学生
ディルバ･サレマンさん
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①地区より第 32 回インターアクト年次大会の開
催の案内 8 月 24 日（土）登録 10:10～、開会
10:30、閉会 15:50、場所：埼玉県県民活動総合
センター、申込期限：7 月 31 日、お申込は幹事
または事務局へ。
②本年度ニコニコについて。昨年は目標・実績と
も年間 260 万円、本年度目標は 300 万円としま
す。目標増額の理由は、消費税増税に伴い食事
代をはじめとする諸費用が増える可能性があ
る事、世界ポリオデーイベントほか、いくつか
の新規奉仕事業を予定している事、それにより
奉仕事業に対する費用が例年より必要になる
可能性があるため目標を大きくしました。ただ
目標を大きくしても同じやり方では今までと
かわらないので、あまり周知されていないニコ
ニコの出し方をご紹介します。 (次頁へ)

伝統の上にも新しいクラブ創りへの挑戦
事務局：さいたま市大宮区桜木町1-11-2 YK-12ビル4F
TEL.048-871-8881 FAX.048-871-8882
E-mail：west@rc-omiya-west.com HP : http://rc-omiya-west.com/

(前頁より)
1)1 口目・2 口目と出す方がいます。
2）誕生日のお祝いをクラブからもらった際、
多く出す方がいます。
3）ご家族の誕生日、結婚記念日、会社の創立記
念などに多く出す方がいます。
4）夜間例会でご家族を連れて来られた際、多く
出す方がいます。
あくまで任意と善意のことなので自由ですが、
知らない方も多いかと思いご紹介させていただ
きました。
③次週の例会はお休み、次回は 7 月 22 日となり
ます。
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岩槻ロータリークラブ
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は 21 名まで落ち込んだ時もございました。会員
拡大、会員増強に関しましては大宮西さんを見習
いまして、もう少し多く会員を増やしていかなけ
ればならないと肝に銘じております。私の年度で
なんとか 30 人台、3 年後の 60 周年、共に迎える
と思いますが、その時には 40 人以上の会員にし
たいと考えております。
岩槻は若い会員も多く、プレイングマネージャー
ということもあり、出席率も半分いかない時もあ
ります。そういった若い世代を育ててロータリー
の良さや面白さを伝え、より深くロータリーに関
わるように導いていくのが課題なのではと感じ
ております。会員同士が繋がり、世の中に、世界
に対して良いことをしてゆくのだということで
行動を起こし、事業を行っていければ良い方向に
活性化するのではないかと考えております。
第 4 グループの同じ仲間として、兄弟クラブとし
て親しくさせていただければと思っております。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。本日
はありがとうございました。

ロータリーの友の解説
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小木曽会長、藤嶋幹事、ご就任おめでとうござ
います。岩槻ロータリークラブ第 57 代会長を仰
せつかりました三浦宣之、幹事の増岡昌行でござ
います。どうぞ一年間よろしくお願いいたします。
岩槻クラブから本年度、第４グループガバナー補
佐の小田光司を輩出しておりますので併せてお
願いいたします。先程の小木曽会長のお話にもあ
りましたが、小木曽会長とは同じ時に幹事を務め
させていただきました。本当に今年は心強いばか
りでございます。藤嶋幹事におかれましては岩槻
在住、また青年会議所、商工会青年部でご一緒さ
せていただいたご縁の深い方でございます。今年
一年会長幹事会を楽しみにしております。さて岩
槻ロータリークラブは只今会員が 27 名、一番多
いときで 72 名以上の会がいた時もあり、最低で

今年度より独立して新設されました雑誌・会報
委員会の委員長を務めます横溝です。
「ロータリーの友」7 月号よりいくつか記事をピ
ックアップしてご紹介いたします。
【表紙】マーク・ダニエル・マローニー 2019-20
年度 RI 会長、ゲイ夫妻。
【横組み】
P.3:ロータリーの友委員会委員長・ロータリーの
友事務所代表理事 片山主水氏メッセージ。
P.7:違いを超えて人々をつなげてくれるのがロ
ータリーであり、その経験こそがロータリーを続
ける理由である、という RI 会長メッセージ。
P.10-19:アラバマ州で法律事務所を営むマロー
ニー新会長の紹介記事。
P.30:第 2770 地区 小林操ガバナー紹介記事。
P.40:2770 地区パストガバナー、北清治 2016-20
年度ロータリー財団管理委員メッセージ。
P.44:2750 地区による、ロータリーのつながりを
活用した大規模なロータリーデーイベントの紹
介記事。
P.57:ゲイリー・Ｃ・Ｋ・ホァン

ロータリー財団管理委員長メッセージ。
5 の数字に絡めて今よりも多く貢献することをハ
イファイブ（high five・ハイタッチの意）にたと
えて呼びかけるメッセージ。
（40 ページの北氏の
記事にある「Gemme Five」とはハイタッチを呼び
掛ける言葉。
）
【縦組み】
P.14：
「罰則なしの定款・最速の意味とは？」とい
う投稿記事。
P.29:「日韓両国が政治的に難しい情勢にあって
も、親善を深めていこう」との思いで提携した韓
国姉妹地区との交流事業の紹介記事。
3 ページの片山氏のメッセージにもあるよう購
読・講読し愛読につなげていただければ幸いです。
一年間よろしくお願いいたします。

部門別委員会方針発表

広報･公共イメージ部門
部門委員長
鈴木 恭二 会員
P.27～P.28 参照

公共イメージ向上委員長
石丸 主憲 会員

雑誌･会報委員長
横溝 一樹 会員

財団支援部門

※ 詳細は年度計画書でご確認下さい ※
部門委員長
内山 泰成 会員

クラブ管理運営部門

P.28～P.29 参照

部門委員長
染谷 義一 会員
P.25～P.26 参照

ロータリー財団委員長
榎本 貞寿 会員
<左> プログラム委員長 清水 恒信 会員
<中央> 出席委員長
佐藤 真義 会員
<右> 会員研修委員長
髙橋 秀樹 会員

米山記念奨学委員長
山崎 一祥 会員

奉 仕 部 門
部門委員長
小林 政良 会員

親 睦 部 門
P.29～P.30 参照
部門委員長
井上 勝美 会員
P.26～P.27 参照

職業奉仕委員長
川井 理砂子 会員
親睦交流委員長
佐藤 直樹 会員

親睦活動委員長
岡部 勉 会員

社会奉仕委員長
荒井 理人 会員

国際奉仕部門

新規事業プロジェクト

部門委員長
大楽 剛 会員

委員長
渋谷 廣慶 会員

P.30～P.31 参照

P.31 参照

東京オリ･パラ準備委員会

シスタークラブ委員長
新城 盛辛 会員

国際奉仕委員長
田中 雅樹 会員

青少年奉仕部門
部門委員長
田口 修身 会員
P.31 参照

インターアクト委員長
土屋 隆弘 会員

会員増強維持部門
会員増強維持委員会
副委員長 小岩 淳一 会員
P.28 参照

長期計画委員会
委員長
伊田 雄二郎 会員
P.25 及び P.36 参照

委員長
髙橋 秀樹 会員
P.31 参照

