
 

  

 

 

 

 

 
 

 
 

▪ 地区広報部門委員長 梶間 順子様(浦和中RC) 

▪ 地区広報委員 大久保政明様(浦和中RC) 

 

 
 

本日は地区広報部門委員長梶間順子様、委

員の大久保政明様ようこそおいで下さいまし

て、ありがとうございます、卓話よろしくお

願いします。 

さて７月28日は「肝炎の日」ＷＨＯが決め

た日だそうですが、肝炎患者は世界で５億人

いるそうです。肝硬変から肝臓癌になって死

亡する例が多く、ほとんどの場合、初期には自覚症状が無いという事で

す。Ｃ型肝炎とＢ型肝炎がありますが、最近では新薬が出来て治せるとい

う事です。抗ウイルス薬（飲み薬）が出来たそうですが、100万円単位で

治療費が掛かるそうです。また、他の病気を持っていると副作用が出るそ

うです。 

毎日を大切に頑張ってください 

今月は会員増強月間です会員増強をよろしくお願いします 

先週は大宮東ロータリークラブに挨拶に行きました。素晴らしいクラブ

で地区に多くの人を出していますので顔なじみの人が多いです。 

昨日は大宮西ロータリークラブに藤堂幹事と挨拶に行ってきました。す

ごい人数で驚きました。以前は４０人ぐらいでしたが、現在は知っている

人が少なく探すようでした。若い人が多く活気があふれていました。誕生

祝いも１０人ぐらいいました。 

スマイルを選ぶのも読むのも大変ですね。昨日の例会内容は増強の卓話

でした。増強委員長の高橋誠一さんの卓話でした。…自分の仕事を一生懸

命やって利益を上げて奉仕をする。ロータリーの中でも仕事の結びつきを

大いに考えて利用して下さいということ。そして会員の方々の紹介を一番

にお願いしたいという卓話でした…⒑分ぐらいで終了し、その後は「大宮

祭り」で早く終わりにするそうです。 

出席者79名欠席者30名、出

席率は72パーセント、ニコ

ニコボックスは71,000円で

した。 

以上、本日の会長挨拶は外部

卓話も用意されておりますの

で、この辺で終わります。 

 
 

 

会長挨拶 阿津澤 清会長 

本日の例会 
第1723例会 8月9日(火) 

 ８ 月１６日(火)は、 

規定により休会です。 

阿津澤年度(2016～2017)  

岩槻東ロータリークラブ週報 

     

第5例会 2016年8月9日発行 

第5例会 8月2日(火)1722号 
会 場 市民会館いわつき 301 
点 鐘 12:30 

テーマ 外部卓話 広報部門委員長
梶間順子様 

担 当 会報・広報委員会 

会   場 市民会館いわつき 301 

点   鐘 12:30 

例会テーマ 外部卓話  

 直前ｶﾞﾊﾞﾅｰ 井原實様 

担   当 増強・退会防止委員会 

斉   唱 四つのテスト･Rの目的･

 我等の生業 

ご来客紹介 阿津澤 清会長  

会 長 挨 拶 阿津澤 清会長  

幹 事 報 告 藤 堂 昇幹事 

委員会報告 

スマイル報告 例会委員会 

出 席 報 告 出席奨励委員会 

お客様紹介 

次回例会案内 
第1724例会 8月21日(日) 

会   場 移動例会 

例会テーマ 岩槻まつり例会 

  チャリティバザー支援 

担   当 地域社会奉仕委員会 

橋本かほる会員に司会の手ほどきをする宮本

和寿例会委員長、ご苦労様です。 



 

2 

  
 

1. ロータリー財団より、

「８月号財団室ニュー

ス」が届きました。回

覧します。 

2. 同じく、ロータリー財

団より確定申告用の領

収書が藤堂会員、奥津

会員、丹野会員、矢作会員に届きました。 

3. 米山記念奨学会よりジョルダン君に「米山奨学生

証明書」が届きました。又、世話クラブ補助金、

年間40,000円が振り込まれました。 

4. 大宮RCより「創立60周年記念誌」が送られてきま

した。回覧します。 

5. 大宮東RCより「年度計画書」が届いております。 

6. 本日のレターケースに「前年度月信13号」と「今

年度月信8月号」それに「ロータリーの友8月号」

が入れてあります。ご確認下さい。 

7. 地区事務所の夏季休暇が8/11－8/18日のお知らせ

が届いております。 

8. 8月2日(火)「第３回役員・理事会」を大戸の小島

家にて行います。 

 

 

 

■ 加藤 和正会員 お誕生祝い 

■ 山崎 和雄会員   〃 

■ 藤田 恵子会員   〃 

 

 

 

 

◆ジョルダン・アレハンドロ君へ 

「米山記念奨学生証」の贈呈 

 毎週ロータリーの例会に出席させていただいて有難

うございます。毎週

例会に来るのが楽し

みです。大学も試験

が終わって明日から

夏休みに入ります。

どうぞ宜しくお願い

致します。 

 

 

 

◆菊池和彦会員増強委員長 

皆さんこんにちは。日

頃は会員増強にご協力頂

きまして誠にありがとう

ございます。今日は「会

員紹介リスト」を配らせ

て頂きました。早速、杉

田さんからご紹介を頂き

ました。有難うございます。又、今日、理事会がござ

いますが1名の推薦が出ましたので、お知らせ致しま

す。最後に来週は井原實直前ガバナーにお忙しいとこ

ろ卓話をお願いしておりますので、出来るだけ多くの

皆様のご出席をお願い致します。 

 

◆宮本和寿ロータリー財団・米山奨学担当理事 

 今年度は財団と米山の

寄付について、毎月1回は

委員会報告にてお願いす

る事に致しました。私も

今日、早速寄付を致しま

したが、やつて無い方は

毎月最速されると嫌な気

分になるかと思いますので、出来ればレートの安い早

い時期に寄付して頂いた方が良いかと思います。余談

ですが、今日配布されました「ロータリーの友8月

号」の縦組み24ページに江差RCの記事が掲載されてお

ります。私の故郷です。ご覧ください。 

 

◆加藤和正青少年奉仕委員長 

 皆さんこんにちは。7/30(土)に越谷サンシティに於

いて、午後1時30分から4時50分までビッチリ、内容の

あるセミナーが行われ私が出席して参りましたので、

委員会報告  

 IWATSUKI-EAST ROTARY CLUB WEEKLY REPORT 

ご結婚・お誕生祝い  

幹事報告 藤堂 昇幹事 

今月誕生月の皆様、おめでとうございます。末永くお元

気にてご活躍下さいます様、ご祈念申しあげます。 
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 ご報告致します。次世代

を担う若者たちを育てる

という事を目的に行って

おります。インターアク

トやＲＹＬＡについて、又青

少年交換について夫々熱

心に勉強会を行いまし

た。ＲＹＬＡについは来年2月に知覧にて行う事を予定し

ているそうです。その節は皆さんのご協力を宜しくお

願い致します。 

 

◆奥津雅史管理運営理事 

 こんにちは。春日部法

人会「第6回会員交流ゴル

フ大会」のご案内をさせ

ていただきます。 

・日時 10月13日(木) 

・スタート AM7:00  

 雨天決行 

・場所 紫あやめコース36 

・プレー費 1名12,500円＋5,000円 

・締切 9/1(木)…クラブ締め切り8/25(金) 

 

 
 

◆清水裕次広報担当理事 卓話者紹介 

本日は、地区広報部門

委員長の梶間順子様と地

区広報委員会委員の大久

保政明様にご多忙の中、

卓話にお越し頂きまし

た。梶 間 順 子 様 の プ ロ

フィールと大久保政明様

のプロフィールをご紹介させていただきます。 
 

▪ 地区広報部門委員長 梶間順子様 

1999年6月    浦和中ロータリークラブ 入会 

2009年～2010年  地区会員増強部門 レディース増

強委員長 

2010年～2011年  地区会員増強部門 部門委員長 

2011年～2012年  浦和中ロータリークラブ 幹事 

2012年～2013年  浦和中ロータリークラブ 会長 

2013年～2014年  第1グループガバナー補佐幹事 

2014年～2015年  地区広報部門 対外広報委員長 

2016年～2017年  地区広報部門 部門委員長 

▪ 地区広報委員会委員 大久保政明様 

2013年～2014年  浦和中ロータリークラブ広報委員  

2014年～2015年  浦和中ロータリークラブ広報委員長 

2015年～2016年  地区広報委員 

 

◆「卓話」地区広報部門委員長 梶間順子様 

ロータリーには、沢山

の出会いがあります。そ

の出会いは会員増強がス

タートです。今年度広報

部門委員会では、「増強

する為の広報！」をテー

マに仲間を増やす為にど

んな広報が必要か…をロータリアンに向けて、ロータ

リアン以外の方々に向けての具体的な方法を考え、実

践していきたいと思っています。まず、ロータリアン

ひとり一人がロータリーの事を理解し、その内容や素

晴らしさを的確に伝えられるようにする事が大切で

す。その為には、地区内のロータリーの現状や各クラ

ブの活動などの最新情報を発信したいと考えていま

す。ロータリアン以外の方々には、ロータリーに少し

でも興味を持って頂けるように判りやすくアピール出

来る機会を多く作ります。地区として埼玉県内のマス

コミ、メディアの方々との懇談会を開催し広くロータ

リーの活動内容や考え方をアピールして、メディアへ

の露出の機会を増やせるように努力します。 

(この続きは次ページへ続く) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日のテーマ 卓 話  
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下の写真はDVDの映像より、浅水ｶﾞﾊﾞﾅｰと広報イベ

ント風景の写真です。 
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一つの部門だけでは成し得ない事も2つの部門が協

力し合うことによって更に大きな力を生み出す事を信

じて手と足と心を使った活動を展開して参りますの

で、皆様のご理解ご協力を宜しくお願い致します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

梶間順子様(浦和中RC) 

 本日は皆様にお会い出来て大変うれし

く思っています。周年の時には、大変

お世話になり有難うございました。 

大久保政明様(浦和中RC) 

 本日は、宜しくお願い致します。 

阿津澤 清  梶間様、大久保様ようこそお出で下さ

いました。岩槻は緑が多いので多少涼

しく感じられますね。 

藤堂  昇  梶間さん、35周年の時は大変お世話に

なりました。有難うございます。 

山形 照之  梶間順子様、大久保様卓話有難うござ

います。 

（同趣旨）  杉田 政男    菊池 和彦 

       豊住 昇二    清水 常三 

       丹野 寿明    加藤 和正 

清水 裕次  梶間さん、大久保さん、本日の卓話楽

しみにしています。 

（同趣旨）  青山いづみ    橋本かほる 

宮本 和寿  梶間部門委員長、卓話有難うございま

す。早いですね。阿津澤年度、1か月過

ぎました。 

加藤 和正  誕生祝いに感謝します。 

山崎 和雄  誕生日プレゼント有難うございます。 

奥津 雅史  広報部門委員長、梶間順子様、ようこ

そ我がクラブへお越し下さいました。

本日の卓話宜しくお願い致します。 

星本 幸男  暑中お見舞い申し上げます。 

小宮  勇  暑いという言葉しか見つかりませんで

した。 

藤田 恵子  今日は誕生日のお祝い有難うございま

した。 

田中 徹夫   水戸  恵   萩原 秀咲 

遠藤 光治 

ニコニコＢＯＸ・出席報告 

 2016～’17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   阿津澤 清 

例 会 場 さいたま市民会館いわつき Tel  048-756-5151 幹    事  藤堂  昇 

クラブ事務局   Tel 048-757-9786  Fax 048-756-5539 会報委員長 清水 裕次 
U    R    L http://www.iwatsuki-east-rc.org 
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 地区補助金 
 

ロータリー・クラブが地域社会、地区内または

ロータリー・クラブの無い国で奉仕プロジェクトを

実施する際の補助金です。「ロータリー財団の使命

は、地域レベル、全国レベル、国際レベルの人道

的、教育的、文化交流プログラムを通じて、ロータ

リーの綱領とロータリーの使命を遂行し、かつ世界

理解と平和を達成しようとする国際ロータリーの努

力を支援すること」です。 

ロータリー財団が地区にあらかじめ補助金を振り

込んでおき、地区がクラブ・プロジェクトや地区プ

ロジェクトに補助金を授与するもので、クラブの申

請手続きが比較的容易で、迅速に補助金を受け取る

ことが出来ます。 

ニコニコBOX金額報告  

8/2合計 ３８，０００円 

今年度累計 １７３，５００円 

出席報告  

例会日 総数 出席 欠席 Ｍｕ 出席率 

8/2免除 
2名 

28 
(2) 

22 
(2) 4 2 92.30% 

7/19修正 

免除2名 
28 
(2) 

21 
(2) 5 3 92.30% 


