
 

  

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

皆様こんにちは。早くも10月半ばを過ぎて、

大分気持ちの良い気候になり体が動きやすく

なってきました。さて今日は私達の仲間に新会

員になられます京野新悟様の入会式を行う事に

なり、皆様方全会員同意を頂き、誠に有難うご

ざいます。私達と共にこれから大いにロータ

リーを楽しんでいきましょう。 

後ほど阿津沢清増強担当理事より御紹介を頂き

たいと思います。 

又、菊池和彦ガバナー補佐には、今日の例会テーマであります「公式訪

問に対して」御指導をお願い申し上げます。 

そして、今月の6日（土曜日）には第1回健康増進部会の藤堂副会長提案

により、古き良き時代を残す蔵の街、栃木市を散策して来ました。藤堂会

員,山﨑会員、増渕会員、橋本会員、遠藤会員と民江夫人、小宮6名の参加

であり、初めて栃木駅を降り、道路整備も良く、とても良い気持ちにさせ

てもらいました。当日は少しばかり蒸し暑かったですが歩くにはまずまず

であり、巴波川の流れが穏やかで沢山のコイに大いに癒されました。記念

会館巡り（一財）塚田歴史伝説館はじめ4ケ所をゆっくりと鑑賞が出来、

本当に素晴らしい企画をして頂き感謝申し上げます。次回を楽しみにして

おります。今日は公式訪問に向けてのクラブフォーラムでありますので挨

拶はこれで終わりたいと思います。最後に宮本幹事は19日に手術の予定と

聞いております。 

 

 

 

1. 地区より、「青少年交換学生帰国報告会」の

案内が届きました。 

・日時 11月11日(日) 9:00 開会  

・場所 大宮ソニックシティ小ホール  

稲山君に連絡済です。 

2. 米山記念奨学会より、杉田政男会員、丹野寿

明会員、橋本 昇会員、田中徹夫会員、宮本

和寿会員、関根隆光会員、山形照之会員に領

収書が届いております。 

3. 同じく米山記念奨学会より、橋本 昇会員、関根隆光会員に米山功労者

表彰状が届いております。 

4. ロータリー財団より、斎藤公司会員に財団寄付の領収書が届いており

ます。 
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◆阿津澤 清増強委員長 

京野新悟さんは、1980年8月5日

生まれの38歳です。メットライ

フ生命保険会社を立ち上げてコ

ンサルタントとして、ご活躍さ

れております。元々岩槻の富士

ゼロックスにお勤めされてお

り、岩槻には親しみを感じておられると云う事です。

大宮北に幹事、林雅之さんよりご紹介をして頂きまし

た。今後とも宜しくお願い致します。  

 

◆京野新悟新会員 

 皆様こんにちは。本日入会さ

せていただきました京野新悟と

申します。元々、岩槻の富士ゼ

ロックスで働いておりましたの

で、岩槻とはご縁がある所でご

ざいます。現在、メットライフ

と云う保険会社を友人と立ち上げて仕事をしておりま

す。菊池和彦様を通してご紹介頂き、今後、家族共々

ロータリーを楽しませて頂きたいと思いますので、宜

しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

◆増渕 明管理運営担当理事 

初めに、家族同伴親睦旅行に

ついて、すでにお返事を頂いて

おりますが、未だの方は至急に

私の方か事務局の方へお願い致

します。次に「MY Rotaryの登

録」について、公式訪問時まで

には、地区の平均45％以上を登録したいと考えており

ます。因みに現在我がクラブの登録者は8名で23.33%

となっております。例会終了後に行いますので、お集

り下さい。 

 

◆橋本かほる財団・米山担当理事 

来週、地区の財団担当諮問委員

の井原實パストガバナーの卓話と

なっておりますので、この機会に

是非、ご寄付の方を宜しくお願い

致します。現在、財団のレートは

1ドル112円28,000円です。米山は

25,000円ですので、宜しくお願い致します。 

 

 
 

◆菊池和彦ガバナー補佐 

 皆さん、こんにちは。 

京野 新悟さん、ご入会おめで

とうございます。 

京野さんは大宮北ロータリーク

ラブの林幹事からご紹介されま

した。林幹事の後輩で、岩槻の

富士ゼロックスに以前お勤めでした。岩槻東クラブは

雰囲気がとても素晴らしいとの事で紹介を頂いた次第

です。京野さんのご活躍を期待しております。 

昨日は地区主催のポリオ撲滅チャリティーゴルフ大

会がプレステージカントリークラブで開催されまし

た。当クラブからは、遠藤さん、中里さん、奥津さ

ん、私の4名が参加しました。330名の大コンペで滞り

なく終了しました。大宮ロータリークラブの永嶋さん

が大会実行委員長で、ホストクラブである大宮シ

ティーロータリークラブのお話しをされました。 

ホストクラブとしてチャリティーコンペを成功させ

るべく、綿密な打ち合わせはもちろんの事、当日は午

前2時過ぎに大宮を出発されたそうです。受付から

パーティーまで十分な心配りを感じました。 

さて、本日はガバナー公式訪問前の準備例会です。

本日のテーマ 公式訪問について  

委員会報告  

 IWATSUKI-EAST ROTARY CLUB WEEKLY REPORT 

新会員紹介  

初デビューのプログラム・例

会委員の飛田美佐子会員

に よ る「四 つ の テ ス ト」と

「ロータリーの目的」斉唱、

お疲れ様です。 

萩原満久会員より花束を受取る京野新悟会

員、小宮会長、菊池ガバナー補佐、阿津澤会

員と共に、これからロータリーを楽しみましょう。 
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 中川年度につきまして復習しながら話をさせて頂きま

す。第4グループのガバナー公式訪問は8月6日の大宮

西ロータリークラブを初めとして、岩槻ロータリーク

ラブ、大宮北ロータリークラブ、大宮東ロータリーク

ラブの4クラブが終了しております。残すところ10月

30日の岩槻東と11月6日の大宮北東の2クラブです。中

川ガバナーは地区大会までに全ての公式訪問を終える

様、スケジュールを組まれました。猛暑も有り過酷な

日程でしたが、現在まで順調に進んでおります。 

中川ガバナーは1月にサンディエゴで国際協議会に

出席されました。公式訪問例会は中川ガバナーからバ

リー・ラシン国際ロータリー会長のテーマや地区方針

を聞く貴重な機会です。 

 
 

バリー・ラシン氏 

East Nassau ロータリークラブ所属    

バハマ（ニュープロビデンス島）     

ナッソー（バハマ諸島）小さな島 

フロリダ半島のマイアミから約300K 

 
 

中川 高志 様          

大宮ロータリークラブ所属 

医療法人 大宮シティクリニック理事長 

人間ドック 
 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 

 

 
 

藤堂 昇副会長 

第1回ハイキング 

「古き良き時代を残す蔵の町・栃木市を散策」 

去る10月6日(土)有志による6名程で、栃木方面塚田

家歴史伝説館、とちぎ山車会館、あだち好古館、太郎

庵(食事)、日光列幣使街道、岡田記念館、油伝味噌な

どを見学致しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

小宮  勇  京野新悟様、ご入会おめでとうござい

ます。大いに楽しみましょう。宜しく

お願い致します。 

菊池 和彦  京野新悟さん、ご入会おめでとうござ

います。ガバナー公式訪問例会は全員

参加で宜しくお願い致します。 

阿津澤 清  秋の野菜が高騰しています。台風の被

害です。 

加藤 哲男  台風後、穏やかな日々で仕事が進みま

す。 

丹野 寿明  菊池和彦ガバナー補佐、ご指導宜しく

お願いします。京野さんロータリーを

皆で楽しみましょう。 

斎藤 公司  京野新悟さん、入会心から歓迎しま

す。仲良くロータリーを楽しみましょ

う。 

（同趣旨）  遠藤 光治    藤田 恵子 

       山崎 和雄    加藤 和正 

       杉田 政男 

奥津 雅史  京野さん、ようこそ我がクラブへ! 

             30代の会員さん、本当にうれしいです。 

増渕  明  11/25～26の親睦旅行、皆様の参加をお

待ちしています。京野様、入会おめで

とうございます。 

飛田美佐子  秋らしくなって来ました。皆様、体調

に気を付けて…。 

田中 徹夫   萩原 満久   橋本かほる 

萩原 秀咲   飯淵 昭二  

ニコニコＢＯＸ・出席報告 

ホットニュース 

ニコニコBOX金額報告  

10/16合計 ２５，０００円 

今年度累計 ３８５，０００円 

例会日 総数 出席 欠席 Ｍｕ 出席率 

10/16 
免除2名 

30 
(2) 

19 
(2) 9 5 85.71% 

10/2修正 

免除2名 
30 
(2) 

22 
(2) 6 5 96.42% 

出席報告  

 IWATSUKI-EAST ROTARY CLUB WEEKLY REPORT 

2018-19年度 RI会長 

2018-19年度 RI2770ガバナー 
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 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 

 IWATSUKI-EAST ROTARY CLUB WEEKLY REPORT 

小宮年度８～９月のハイライト 

写真は補助金事業の養護施設いわつきの子供達との鉄道博物館見学(上・下) 

岩槻まつりの「流しそうめん」と「ポップコーン・チョコバナナ・その他販売の屋台」風景 


