
 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

■ 加藤 哲男会員 お誕生祝い 

■ 西村寿美子事務局   〃 

■ 斉藤 公司会員 ご結婚記念 

■ 奥津 雅史会員   〃 

 
 

皆様こんにちは。久しぶりに宮本幹事が例会に

来てくれました。少し太られたように見えます

が、後ほど宜しくお願いいたします。先週は京野

新悟会員の歓迎会に大変多くの会員の出席を頂き

まして、「ぺきん亭」にて開催することが出来ま

した。大いに盛り上がって楽しい時間を過ごすこ

とが出来ました。京野会員にはロータリーライフ

を楽しんでもらい、今後大いに活躍を期待しております。 

これからますます寒さが増すようでありますので風邪を引かない様に、

年の瀬を乗り切っていきたいと思います。さて今年も世相を表す漢字は

『災』に決まり、日本漢字能力検定協会（京都市東山区）は今年の漢字を

清水寺の森清範貫主が縦1.5ｍ横1,3ｍの和紙にて墨で描き上げました。全

国から19万3214票のうち（災）を選んだ２万858票が最多であり、全国的

に地震、暴風、台風、猛暑など自然災害の多い年でありました。これから

も自然災害が多くなるのではないかと心配であり、地球温暖化と大分騒が

れておりますが、ポーランドで地球温暖化対策を先進国と途上国の共通

ルールの運用が決定したようであり、温室ガス削減が本格的に運用される

のは2020年以降になる予定であり心配は尽きません。 

さて、今日は各担当理事による前期活動報告になりますので宜しくお願

いいたします。私も皆様方の暖かい応援を頂き、何とか前期を乗り越える

ことが出来るところまで来ました。引き続き後期においても前期同様ご支

援・ご協力のほど、宜しくお願いいたします。以上です。 

 

 
 

1. 米山記念奨学会より「ハイライト米山225号」が届きました。回覧 

2. 第4G菊池和彦ガバナー補佐より「第3・第4G合同

インターシティミーティング」の案内が届きま

した。 

 ・日時 2019年2月14日(木)PM14:30 受付 

 ・場所 パレスホテル大宮 

3. 同じく第4G菊池和彦ガバナー補佐より、第３回

ＩＭ実行委員会の案内が届きました。 

 ・日時 2019年1月28日(月)PM18:00 受付 

 ・場所 大宮区宮町 貸会議室(ロクエフ) 

 

 
 

◆飯淵昭二会長エレクト発表 

 2019-2020年度飯淵昭二年度の組織に於いて、杉田政男パスト会長をＳ

ＡＡにお願い致しましたので、お報せ致します。 

第22･23例会 2019年1月15日発行 

会   場 市民会館いわつき 301 
例会テーマ 各理事 下半期について 

 結婚誕生祝い 

担   当 会長・幹事 

 親睦活動委員会 

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22例会 12月18日(火)1828号 
会 場 市民会館いわつき 301 
点 鐘 12:30 

テーマ 各理事 上期報告 
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 奥津雅史副幹事 

次回例会案内 
第1831例会 1月15日(火) 

１月お誕生日･ご結婚記念の 

皆様おめでとうございます！ 

例会案内 第1829例会 

12月25日(火) 
忘年例会 

例会案内 第1830例会 

2019年1月8日(火) 
家族同伴新年例会 

次年度組織について  
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◆増渕 明管理運営委員会担当理事  

 忘年例会と新年例会のご案内が行われました。 

 

 
 

◆宮本和寿幹事 

久し振りの例会出席ですが、

ご無沙汰していました。３月頃

より後頭部にしこりが出来てい

て、左目が見にくくなっていま

した。ペットを受けたところ、

脳腫瘍と肺がんが発症している

事が解りました。よって、現在脳腫瘍の方は手術して

取りましたが、肺がんの方はステロイド剤の投与に

よって、副作用が出ていますが、何とか頑張って治療

を続けています。話が長くなりますので、治療が終

わって復帰しましたら、又詳しく話したいと思います。 

 

 
 

◆増渕 明管理運営委員会担当理事 

○ 毎月第1例会にて結婚祝い・

誕生祝いを贈呈 

○ ７月24日 納涼例会 大磯

方面散策…大磯プリンスホ

テル昼食・寒川神社・旧吉

田茂邸見学 

○ 10月6日 栃木市の散策…藤堂会員にお世話にな

り、一日栃木市内の散策を行って来ました。 

○ 11月14日 親睦ゴルフ大会 奥津雅史副幹事にお世

話になりました。 

○ 11月25(日)-26(月)に家族同伴親睦旅行に昇仙峡・

石和温泉の旅に行って参りました。 

 リニア博物館・富士屋ホテル・マルキワイナリーや

大善寺・恵林寺・武田神社ほか散策。 

○ 12月25日 寿々家さんにて、忘年例会を開催。 

◆阿津澤清会員増強担当理事 

 12月13日北京亭にて、京野新

悟さんの歓迎会を行いました。

カラオケで盛り上がりました。 

地区では、「1000日会員の集

い」と「女性会員の集い」が行

われ、楽しくやって来ました。 

 

◆遠藤光治奉仕プロジェクト委員会担当理事 

 奉仕プロジェクト委員会は地

域社会奉仕・ブライダル委員会

と国際奉仕委員会、職業奉仕委

員会の3委員会構成になってい

まして、順に報告させて頂きま

す。 

地域社会奉仕委員会から 

① 8月19日の岩槻まつりに於いて「手をつなぐ育成

会」と一緒にチャリティーイベントを行い58,530

円をチャリティー募金をしました。 

② 9月9日に地区補助金を使い「県立養護施設いわつ

き」の児童を、鉄道博物館見学に連れて行く事業

を行いました。結果、地区補助金を156,800円、ク

ラブからの支出は56,886円の合計213,686円の事業

が出来ました。 

③ ポリオ撲滅に向けてペットボトルの回収事業を実

施しています。 

国際奉仕委員会では、活動計画で「世界でよいことを

しよう」となっています。 

 今年度では時間が無いために次年度40周年の事業に

行うようにと次年度会長が申していましたので今年

度は水戸恵会員がタイ出身なのでタイ国の調査から

始めています。 

職業奉仕委員会では、12月11日の例会で飯渕昭二会員

と山崎和雄会員による卓話を行いました。 

 ここまでが上期の報告とさせて頂きます。 
 

 

◆中里 仁青少年奉仕委員会担当理事 

 今年は、青少年交換の受け入

れも行っていませんので、特に

何もやっていません。タリータ

を成田へ送った事と稲山君が報

告に例会に来た事です。 

 

 

本日のテーマ 各理事 上期報告  

委員会報告  
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 ◆橋本かほる 

 ロータリー財団・米山委員会担当理事 

 私の仕事は、皆様の心からの

ご協力を得て、成り立っている

委員会です。自分にとっては丁

度合っている委員会であって、

地区の委員会でも楽しんで参り

ました。これからも宜しくお願

い致します。 

 

◆杉田政男副会長 

 皆さん、こんにちは。突然の

ご指名で何を話して良いか解り

ませんが、2月に私の担当の例

会がありますので、その時に

100歳まで生きる事を目標にし

ていますので、それについて

今、構想を練っていますので、その時のお楽しみにし

て頂ければ…と思っています。 

 

◆飯淵昭二会長エレクト 

 伊豆の海洋公園に新たにクリ

スマスツリーが設置されまし

た。これを見に来るダイバーも

多く居ります。海の中にできま

すので、20メートル位の透明度

があります。非常に寒いので、

ウエットスーツも特殊な物を着用します。上期につい

ては、来年の事で頭が一杯ですので、これからも宜し

くお願い致します。 

 

◆関根隆光会計 

 会員の皆様は何時も、会計に

ついても、ご協力ありがとうご

ざいます。年会費についても上

期が未だの方は至急に納入を宜

しくお願い致します。 

 

◆奥津雅史副幹事 

 宮本和寿幹事の代わりを暫く

させて頂いておりますので、勉

強になっております。今後も若

い方、女性会員の方にも将来的

には、幹事や会長を受けて頂け

る様に頑張りたいと思います。

今一つゴルフのスコア―がここに来て、練習の成果か

上がって来ていますので、嬉しく思います。 

 

◆丹野寿明直前会長 

 増渕明会員、加藤哲男会員に

は、既にご活躍されています

が、今後も新しい方にも、司会

など受けて頂き、いろいろ勉強

して頂ければ…と思っていま

す。 

 

 

 

 
 

小宮  勇  今年もこの例会場、最後となります

が、あと2週間余り忙しい年の瀬。風邪

をひかない様に行きましょう。 

宮本 和寿  3ヵ月振りの例会です。幹事として御迷

惑をお掛けしました。もう少しで完全

復帰致します。 

宮本 和寿  お見舞い有難うございました。ちょっと

長くなりそうなので、お礼としました。 

山崎 和雄  宮本さん、お久しぶりですね。風邪な

ど召さぬようご自愛ください。 

藤田 恵子  先週は大同生命大阪本社へ出張して参

りました。京野さん、歓迎会に参加出

来ませんでしたが、改めて宜しくお願

い致します。 

阿津澤 清  もうすぐクリスマス、年末・年始と忙

しくなります。 

橋本かほる  宮本さん、久し振りにお顔が見られて

嬉しいです。 

飛田美佐子  年の瀬は何か慌ただしいです。お身体

ご自愛下さい。 

丹野 寿明  小宮会長、各理事の皆様、ご苦労様で

す。もう少しで折り返しですね。 

増渕  明  上期も終わりですね。下期も宜しくお

願いします。 

京野 新悟  先日は、歓迎会を開催して頂き、有難

うございました。 

杉田 政男  理事の報告、卓話宜しくお願い申し上

げます。 

奥津 雅史  12/18 当店の開店記念日です。(^_-)-☆ 

中里  仁  植木の手入れやっています。 

加藤 哲男  各理事の方々、上期の活動大変お疲れ様

でした。引き続き宜しくお願いします。 

萩原 満久   田中 徹夫   飯淵 昭二 

加藤 和正   関根 隆光   遠藤 光治  

 

 

 

 

ニコニコＢＯＸ・出席報告 
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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 

ニコニコBOX金額報告  

12/18合計 ３２，０００円 

今年度累計 ５９４，５００円 

例会日 総数 出席 欠席 Ｍｕ 出席率 

12/18 
免除4名 

31 
(4) 

20 
(4) 7 5 92.59% 

12/4修正 

免除4名 
31 
(4) 

18 
(4) 9 4 81.48% 

出席報告  

小宮年度１１月のハイライト 

写真左は中川高志年度の地区大会にて、菊池和彦

ガバナー補佐の指導の下、岩槻東ロータリークラブ

会員の壇上にての紹介風景です。大勢の会員にご

参加いただきました。ご協力ありがとうございました。 

写真左は、今年度上期に初めて入会した京野新悟

会員です。 

北京亭にて会員皆で歓迎会を行いました。京野さん

早くロータリーに慣れて皆さんと仲良く楽しみましょ

う…。 

11月25日(日)26日(月)に掛けて家族同伴親睦旅行

を石和温泉・昇仙峡方面にて行いました。紅葉がと

てもきれいな晩秋の風景でした。そして、写真右は

夜の懇親会の集合写真です。楽しい石和温泉の一

夜でした。皆様お疲れ様でした。 


