
 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

■ 辻本 恵太様(大宮RC)  

 

 

 皆様こんにちは。早くも12月に入りまして、何

となく気忙しい季節になってきました。 

今日は大宮ロータリークラブ辻本恵太様が訪問し

て下さいまして、誠に有難うございます,後ほど時

間があまりとれないかもしれませんが宜しくお願

い致します。辻本様のご職業は弁護士でありま

す。今日は次年度の年次総会であります。飯淵会長エレクト、奥津幹事エ

レクト宜しくお願いいたします。 

さて先週は家族同伴親睦旅行で、１泊２日の旅を大いに楽しみました。

県立リニヤ博物館、昇仙峡、まるきワイナリ―、武田神社、恵林寺等、盛

沢山の企画をして頂きまして、管理運営部門増渕理事始め本当にご苦労様

でした。最後の最後まで大変お世話になり楽しい時間を過ごすことが出

来、有難うございました。又お酒、ワイン、そして心付けを頂き、誠に有

難うございます。当日は天気に恵まれワイン愛好者が多いのに少々驚きま

したがこれが旅かもしれません。 

話が変わりますけど、まだまだ私の年度は７か月有ります。今年度の目

標会員増強にもう一度皆様方のご協力をお願いいたします。どんな情報で

もお願いいたします。 

最後に宮本幹事より先月30日に退院の報告をいただきましたので報告い

たします。クラブへの出席は、まだまだだと思います。焦らず応援してい

きたいと思います。以上です。 

 

 
 

1. 国際ロータリー日本事務局より、飯淵昭二会員

に寄付の領収書が届きました。 

2. 国際ロータリー財団より「END POLIO NOW」ポリ

オの無い世界を実現する為の支援に対して、感

謝状が届きました。 

3. 地区より2018年度決議審議会採択結果が送られ

てきました。 回覧します。 

4. 地区より杉田政男会員に85歳以上の長寿会員の表彰状が届きました。 

5. 地区より財団ベネファクター寄付額優秀クラブ賞が届きました。因み

に第2位です。 

6. 地区より出席率優秀クラブ賞 第4位の表彰状が届きました。いずれも

前年度です。 

7. 地区より2018-2019年度米山奨学生「感謝の集い」の案内が届きました。 

本日の例会 
第1827例会 12月11日(火) 

第20例会 2018年12月11日発行 

会   場 市民会館いわつき 301 
例会テーマ 各理事上期報告 

担   当 会長・幹事 

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20例会 12月4日(火)1826号 
会 場 市民会館いわつき 301 
点 鐘 12:30 

テーマ 年次総会 
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 
会   場 市民会館いわつき 401 
担   当 会長・幹事 
 

点   鐘 12:30 
斉   唱 四つのテスト･ロータリー

 の目的･我等の生業 

ご来客紹介 小宮 勇会長 

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 職業奉仕卓話 

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 

幹事報告 奥津雅史副幹事 

次回例会案内 
第1828例会 12月18日(火) 
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 ・日時 12月23日(日)13:30 点鐘  

・場所 ラフレさいたま 3F 欅の間   

・登録料 会員1万円  奨学生8,000円 

8. 地区より韓国訪日団ホームスティ依頼のお願いが

届きました。 

9. 地区より第30回ローターアクト年次大会の案内が

届きました。 

  ・日時 2月11日(月・祝) 13:00 点鐘  

 ・場所 パレスホテル大宮 3F ローズルーム  

10.京野新悟会員に中川ガバナーより入会記念品の

バッグタグが送られてきました。 

11.今晩6:30より、雅致にて第9回理事会が行われま

す。理事・役員の方は宜しくお願い致します。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

◆公共イメージ委員会より報告… 

 増渕明管理運営担当理事(代理) 

 「ロータリーの友」の地区関係掲載記事をご紹介

いたします。 

・縦書き9Pに「そうか、越谷びっくり発展 ロータリ

アンも力持ち」越谷ロータリークラブ 

・縦書き31Pに「子供食堂で、うな丼を提供」と吉川

中央ロータリークラブ 

・横書き8Pに「楽しくなけりゃ理科じゃない」吉川

ロータリークラブ 

・ガバナー月信14Pに「ロータリー財団寄付者」に阿

津澤清会員が、17Pに米山寄付者メジャードナー13回

目に杉田政男会員が、21Pに新会員紹介に京野新悟会

員が掲載されていますので、ご覧ください。 
 

 親睦旅行の報告…お陰様で11/25(日)26日(月)の2日

間に小宮年度家族同伴親睦旅行を15名の参加でした

が、無事に楽しく行って来られました。皆様からいろ

いろとご協力を頂きありがとうございました。続いて

12/25(火)忘年例会を寿々家にて行いますので、ふ

るってご参加をお願い致します。 

 

 
 

◆辻本恵太様(大宮RC) 

皆様、こんにちは。大宮ロー

タリークラブの辻本と申しま

す。職業は弁護士です。先日は

中川ガバナーと同じクラブなの

で地区大会でソングリーダーの

役をさせて頂きました。小学校

以来の事でしたので、特に韓国国歌などでは、戸惑い

ましたけれど何とか滞りなく終ることが出来ました。

皆様のご協力に感謝いたします。 

今日は弁護士について少しお話をさせていただきま

す。15年から20年前までの弁護士から今では、随分様

変わりしています。それは試験も難しかった為と数が

少ない時代で、神様的な存在の時代でした。過去50年

間はそんな時代でした。ここ10数年で弁護士の合格者

も4人に1人位の割合で合格率も増えて来ています。 

10年間で1.5倍位の割合で弁護士が増えています。

インターネットで弁護士を探す方もいると思います

が、一番良いのは何かあった時には、弁護士に聞くの

が一番良いかと思います。 

弁護士仲間でも、得意とするところが色々あります

ので、問題があった時は仲間の中からその問題に適し

た弁護士を紹介する事にしています。お手元のパンフ

レットも自前ですが、後でゆっくりご覧になってくだ

さい。今日は時間がない為、雑駁なお話になってしま

いましたが、何かありましたら、是非、お声を掛けて

頂ければと思います。今日は有難うございました。 

委員会報告  

 IWATSUKI-EAST ROTARY CLUB WEEKLY REPORT 

お客様ご挨拶・ショートスピーチ  

写真上の左は【End Polio Now】感謝状、右は財団ベネファ

クター貢献賞、それに杉田政男会員の長寿会員の表彰状

です。下の写真は出席率優秀クラブ賞、斉藤公司出席奨

励委員長の貢献と皆様の協力によります。 
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◆2020-2021年度(飯淵昭二年度)役員・理事の紹

介並びに承認 
 

◆飯淵昭二会長エレクト挨拶 

まだまだと思っていましたが、何時の間にか7か月と

なりました。私を支えて下さる役員・理事の皆様を紹

介いたします。私は入会して未だ1年8か月です。全員

野球ではありませんが、全員参加でやっていきたいと

思いますので、皆さん宜しくお願い致します。 

◆2020-2021年度役員・理事(敬称略) 

会長 飯淵昭二、幹事 奥津雅史、副会長 藤堂 昇  

副会長 丹野寿明、直前会長 小宮 勇、会長エレクト 

加藤哲男、会計 関根隆光、40周年記念担当 菊池和彦

管理運営担当理事 増渕 明、会員増強担当理事 阿

津澤清、公共イメージ担当理事 藤田恵子、奉仕プロ

ジェクト担当理事 山崎和雄、青少年奉仕担当理事 

萩原秀咲、ロータリー財団・米山担当理事 橋本かほ

る、副幹事 萩原満久 以上15名 

 

◆副会長 藤堂 昇  

次年度副会長を受ける事になりま

した藤堂です。宜しくお願い致し

ます。 

 

◆副会長 丹野寿明  

副会長を引き受けさせて頂きます

丹野です。飯淵さんと奥津さんに

次年度の役を引き受けて頂きまし

たので、お役に立てる事があれば

やっていきたいと思います。 

 

◆管理運営担当理事 増渕 明  

管理運営理事を仰せつかりました

増渕です。今年度の反省を踏まえ

てやって行きたいと思います。 

◆会員増強担当理事 阿津澤清  

増強理事と云う事ですが、中々難

しいので、皆様のご協力を宜しく

お願いしたいと思います。 

 

 

◆公共イメージ担当理事 藤田恵子 

公共イメージ担当理事を拝命致し

ました藤田恵子です。内容につい

ては、良く把握していませんが、

これから勉強して、皆さんのご協

力を得ながらクラブが盛り上がる

様にやっていきたいと思います。 

 

◆青少年奉仕担当理事 萩原秀咲 

10年位青少年担当理事を拝命致し

ましたが、精一杯やらせて頂きま

す。 

 

 

◆40周年記念担当 菊池和彦 

飯淵年度が40周年になりますが、

私が35周年の時の会長でしたの

で、経験を生かして受けて欲しい

との事でしたので、皆様のご協力

を頂きながら思い出に残る40周年

にしたいと思います。 

本日のテーマ 年次総会  

 IWATSUKI-EAST ROTARY CLUB WEEKLY REPORT 

 
 

■ 清水常三会員 お誕生祝い 

■ 山形照之会員   〃 

■ 菊池和彦会員   〃 

■ 関口裕美会員   〃 

■ 清水常三会員 ご結婚記念 

■ 藤田恵子会員   〃 

ご結婚・お誕生祝い  

今月、誕生月・結婚月の皆様、お目出とうございます。

これからもお元気で‥‥。 
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◆会長エレクト 加藤哲男 

会長ノミニーのご指名を頂きまし

た加藤哲男でございます。丁度

2020年オリンピックの年ですが、

たとえメダルは取れなくても精一

杯頑張りたいと思います。 

 

◆幹事 奥津雅史 

入会して6年目になりますが、皆さ

んにとても可愛がっていただいて

今日に至っております。先日の一

泊例会も時間が無くて早退致しま

したが、恥をかく事が無い様に頑張ってやっていきた

いと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

辻本恵太様(大宮RC) 

 本日はお忙しい中、お邪魔します。 

小宮  勇  辻本恵太様、ようこそお越し下さいま

した。後程、宜しくお願い致します。

今日は、次年度の年次総会です。飯淵

会長エレクト、奥津幹事エレクト宜し

くお願い致します。 

杉田 政男  大宮RCの辻本様、ようこそ。長寿表彰状

有難うございます。昇仙峡の役員様、お

疲れ様でした。有難うございます。 

菊池 和彦  誕生祝い有難うございました。最近、

時が加速して過ぎていきます。 

京野 新悟  12月お誕生日、ご結婚記念日の皆様、

おめでとうございます。 

藤堂  昇  師走に入りました。皆さん、お身体に

気をつけて! 

丹野 寿明  飯淵会長エレクト、奥津幹事エレクト

いよいよ始まりましたね。応援してい

ます。 

阿津澤 清  旅行は楽しく行けました。有難うござ

いました。 

増渕  明  大宮ロータリークラブの辻本様、本日

は宜しくお願いします。 

遠藤 光治  気温の差が大きいので体が大変ですね。 

藤田 恵子  一泊例会は如何でしたか?今回は参加出

来ずに残念でした。次回は是非、ご一

緒したいです。 

加藤 哲男  大宮RC辻本恵太様ようこそ!!結婚・誕生

祝いの皆様、お目出とうございます。 

斎藤 公司  大宮RC辻本さん、ようこそ。卓話楽し

みです。 

西村寿美子  親睦旅行、有難うございました。楽し

い2日間を過ごさせて頂きました。お菓

子はささやかな土産です。 

萩原 秀咲   田中 徹夫   飯淵 昭二 

奥津 雅史   加藤 和正   水戸  恵 

 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 

 IWATSUKI-EAST ROTARY CLUB WEEKLY REPORT 

ニコニコBOX金額報告  

12/4合計 ２５，０００円 

今年度累計 ５３６，５００円 

例会日 総数 出席 欠席 Ｍｕ 出席率 

12/4 
免除4名 

31 
(4) 

18 
(4) 9 4 81.48% 

11/16修正 

免除4名 
31 
(4) 

21 
(4) 6 3 88.88% 

出席報告  

中川ガバナーより京野新悟会員に「バッグ タグ」が送られ

てまいりました。京野会員、おめでとうございます。これから

のご活躍に期待いたします。写真下は例会風景です。 


