
 

  

 
 

皆様こんにちは。 久しぶりの定例会場での

例会でありまして少しほっとしております。 

移動例会が３週間続いてしまいましたが、少

し長かったですね。さて先々週は小田原方面に

て「家族同伴花見例会」そして、先週は橋本昇

イチゴ園にて「いちご狩り」と，あまりのおい

しさに何個食べたかわかりませんでした。又光秀寺にて例会を行い、日ご

ろ座禅になじみのない私であります。始まる前に合掌、足の組み合わせ、

目の視線,上体の姿勢等を教えて頂き、座禅の時間は約20分程度ですけ

ど、聖僧様から、私のほか数名警策をいただきました。大きな音がしまし

たが、肩に余り痛みを感じられずに済みほっとしており、何かス―とした

感じがしました。有難うございます。 

さて、今日は次年度飯淵年度に向けての「第１回クラブ協議会」が始ま

ります。時間を多く取りたいと思いますいのでこの辺で私の挨拶は終わり

ます。皆様方のご協力を宜しくお願いいたします。 

 

 
 

1. ロータリー日本財団より、橋本 昇会員に

財団寄付の領収書が届きました。 

2. 地区より「RLIパートⅢ修了証」が、奥津雅

史会員に届きました。 

3. アートフルゆめまつり実行委員会 会長久世

晴雅パストガバナーよりまつりのパンフ

レットが届きました。  レターケースに入れてあります。 

 ・日時 5月12日(日)AM10:00～17:00 雨天決行 

 ・場所 大宮駅周辺 12会場にて開催 

4. 米山記念奨学会より、「ハイライト米山229号」が届きました。 

 トップ記事に、米山奨学会の名誉理事長の足利東ロータリークラブの

板橋敏雄様が3月23日にご逝去なされた旨、掲載されております。長年

ロータリーに身を捧げてこられたお方です。ご冥福をお祈りいたしま

す。葬儀・告別式は4月23日足利市民会館にて行われるとの事です。 

5. RI日本事務局より「財団室ニュース4月号」が届きました。 

6. 次年度飯淵年度のタイへの支援事業を「地区補助金大口枠」に申請致

しました。結果は7月頃との事です。 

7. My Rotaryのアカウント登録を京野新悟会員に手続きをして頂きまし

たので、我がクラブは100％登録が完了致しました。 京野さん有難

うございました。   

8. 第4グループ菊池和彦ガバナー補佐より、「第９回会長・幹事会」の案

内が届きました。 
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第38例会 4月16日(火)1844号 
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テーマ 第1回クラブ協議会 
 (クラブ管理運営) 
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 

 

 

 
 

 

■ 杉田 政男 会員 お誕生祝い 

■ 小宮  勇 会員   〃 

■ 関根 隆光 会員 ご結婚記念 

■ 阿津澤 清 会員   〃 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

本日の例会 
第1846例会 5月7日(火) 

５月お誕生日･ご結婚記念の 

皆様おめでとうございます！ 

会   場 市民会館いわつき 301 
点   鐘 12:30 
担   当 会長・幹事 
 

斉   唱 君が代･奉仕の理想 

ご来客紹介 小宮 勇会長 

結婚誕生祝 親睦活動委員会 

会 長 挨 拶 小宮 勇会長 

お客様挨拶  

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 公式訪問例会 

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 

会長挨拶 小宮 勇会長 

幹事報告 宮本和寿幹事 



 

2 

  ・日時 ４月24日(水)午後6時～ 

 ・場所 大宮「伊勢錦」  

  加藤和正ガバナー補佐 幹事・小宮会長・宮本幹 

   事ご予定に入れてください。 

9. ｢第44回岩槻チャリティゴルフ大会」の案内と協賛

金のお願いが届きました。 

 ・期 日 平成31年5月15日(水)  

 ・コース 紫あやめ36コース 

 ・参加費 1名5,000円 ・プレー費 1名12,500円 

・締切り4月13日(土) 

 ・担当者 奥津雅史幹事エレクト 

10. 4/19(金)第3・第4グループ合同「ポリオチャリ

ティゴルフ大会」 

 ・東松苑ゴルフ俱楽部  

 ・登録料 1名6,000円   

 ・担当者 奥津雅史副幹事 

11. 4/16(火)6時30分より、飯淵年度の第2回理事会が

飯淵昭二会長の会社にて行われます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

◆奥津雅史親睦委員会副委員長 

 既にご案内の通り、4/19

(金）第3・第4グループ合同

ポリオチャリティゴルフ大会

が東松苑ゴルフコースにて

行われます。参加者は菊池

さん、遠藤さん、小宮さん、

山崎さん、中里さん、水戸さん、飛田さんと私(奥津)で

参加して参ります。当日は、AM6:00に私の会社に集合

して参りますので、宜しくお願い致します。 

 

◆増渕 明管理運営担当理事 

 会長より先ほど、お話が

ございましたが、4/2小田原

方面の「家族同伴ハイキング

例会」は天候にも恵まれま

して、総勢14名にてとても

楽しく行って参りました。

ご報告させて頂きます。又、小宮年度最終例会は6月

22日(土)に、新都心のホテルブリランテにて開催いた

します。登録料は会員が8,000円、ご家族は無料となっ

ております。後日、ご案内をさせていただきます。 
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■ 水戸  恵会員 お誕生祝い 

■ 末次 哲朗会員 ご結婚記念 

■ 萩原 秀咲会員   〃 

■ 小宮  勇会員   〃 

■ 橋本かほる会員 

４月ご結婚記念・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‥‥。 

委員会報告  

本日のテーマ 第1回クラブ協議会   

奥
津
雅
史
会
員
に
地
区
よ
り
、

「Ｒ
Ｌ
Ｉ
パ
ー
ト
Ⅲ
」終
了
証
が

届
き
ま
し
た
。
小
宮
会
長
よ
り

贈
呈
さ
れ
ま
し
た
。 

 4月16日(火)定例会場にて、飯淵年度の第1回クラブ協

議会が行われました。冒頭、飯淵会長エレクトより、ﾍﾟｯﾂ・

地区研修協議会で研修を受けて来た「次年度ＲＩのテー

マ」と「地区運営方針」が簡単に説明され、地区研修協議

会への出席者から2回に分けて研修内容の説明が行われ

ました。その後、クラブ奉仕部門が3グループに分かれ、

次年度の活動計画について、話し合いがなされました。 

写真上は、飯淵昭二会長エレクトと奥津雅史幹事エレクト

のクラブ協議会の司会風景です。 

次年度がいよいよスタートいたします。乞うご期待……。 



 

3 

 

 IWATSUKI-EAST ROTARY CLUB WEEKLY REPORT 

 

例会日 総数 出席 欠席 Ｍｕ 出席率 

4/16 
免除1名 

29 
(1) 

27 
(1) 1 1 100.0% 

4/2修正 

免除2名 
29 
(2) 

29 
(2） 0 0 100.0% 

出席報告  

 
 

小宮  勇  久し振りの例会です。早くも次年度

「クラブ協議会」が始まります。私の

年度もあと2か月余りですが、楽しみま

しょう!  

宮本 和寿  次年度理事初め担当の皆様、地区協議

会ご苦労様です。 

山崎 和雄  4月1日より、イタリア旅行に行って来

ました。久々の旅行でリフレッシュ出

来ました。 

阿津澤 清  大型連休の前、正月前みたいな雰囲気

です。 

藤堂  昇  飯淵さん、奥津さん、今日は宜しくお

願いします。 

加藤 哲男  結婚・誕生月祝いの皆さん、大変お目

でとうございます。 

遠藤 光治  飯淵年度の始まりですね。ロータリー

を楽しみましょう。 

菊池 和彦  マスターズを4日間テレビ観戦したの

で、寝不足です。 

斎藤 公司  杉田さん、西村さん、きれいに撮れて

いる写真、有難うございます。 

丹野 寿明  飯淵会長エレクト、奥津幹事エレクト、

いよいよですね。頑張って下さい。 

京野 新悟  水戸さん、お誕生月おめでとうござい

ます。ご結婚記念の皆様、おめでとう

ございます。 

飛田美佐子  久し振りの例会で、皆さんに会えてう

れしいです。 

杉田 政男  陽春の候、クラブ協議会、宜しくお願

い申し上げます。 

( 同趣旨 )   橋本かほる   増渕  明 

清水 常三  我が家の芝桜も満開になりました。 

中里  仁  岩槻の花「山吹」が満開になりました。 

関根 隆光   田中 徹夫   飯淵 昭二 

水戸  恵   橋本  昇   奥津 雅史 

藤田 恵子   加藤 和正   萩原 満久 

 

 

 

 

 

ニコニコBOX金額報告  

4/16合計 ４０，０００円 

今年度累計 １，０２９，５００円 

「第1回クラブ協議会」全体会の風景、100パーセントの

出席をしていただきました。 

公共イメージ・会報・広報合同委員会の打ち合わせ風

景です。 

会員増強・退会防止委員会と出席奨励合同委員会の

会議風景です。 

管理運営・親睦活動・プログラム・例会委員会合同の

打ち合わせ会議風景です。 

ニコニコＢＯＸ・出席報告 
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国際ロータリー第2770地区  
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第39例会 4月23日(火)1845号 
会 場 市民会館いわつき 301 
点 鐘 12:30 

テーマ 第2回クラブ協議会 
 (奉仕プロジェクト) 
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 

 

 

 

 

 

 

 

5 月 1 日年号が 30 年続いた「平成」 

から「令和」に変わりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

会   場 市民会館いわつき301 
例会テーマ 会員卓話 

担   当 会員増強委員会 

次回例会案内 
第1841例会 3月26日(火) 

 
 

皆様こんにちは。本当に良い季節になってきま

した。なんとなく心が和んできまして、少し暑い

くらいで、体の動きが楽になって来ました。 

さて、先週は第３グループ、第４グループ合

同による、「ポリオ撲滅チャリティゴルフコン

ペ」に参加いただきまして誠に有難うございま

す。ＩＭ実行委員長山形照之様、ガバナー補佐菊池和彦様、ガバナー補佐

幹事加藤和正様大変ご苦労様でした。天候もよく気温も高く大分暑かった

です。又、プレーに参加して頂きました遠藤光治様、山崎和雄様、中里 

仁様、奥津雅史様と私、女性は水戸恵様、飛田美佐子様の参加をして頂

き、女子部門では飛田様が優勝されました。おめでとうございます。 

男子部門は程々でした。今日は先週に続いて飯淵年度の「第２回クラブ

協議会」でありますので終わりにいたします。宜しくお願いいたします。 

 

 
 

1. 地区より「2019年規定審議会の議事録」が、

メールにて届きました。 

2. 地区より「2019年ハンブルクガバナーナイト」

の案内が届きました。 

 ・日時 6月1日(土) 18:00～  

 ・場所 ホテル HAFEN  HANBURG にて 

3. 人形のまち岩槻まつり実行委員会より、第２回実行委員会開催の案内

が届きました。 

 ・日時 5月16日(木)AM10:30～  ・場所 岩槻商工会館 ２F   

  山崎社会奉仕委員長会員 宜しくお願いします。 

4. 次年度飯淵年度のタイへの支援事業を「地区補助金大口枠」のプレゼ

ンか開催されます。 

 ・日 時 ４月27日(土) 午後1時30分 受付 2時開始 

・場 所 大宮ソニックシティ 906会議室 

・出席者 奥津幹事エレクト、山崎奉仕プロジェクト理事、藤田国際

  奉仕委員長、山形国際奉仕委員、京野国際奉仕委員 以上5名 

5. まちかど雛巡り実行委員会より、協賛金のお礼状が届きました。 

  

 
 

◆橋本かほる財団・米山担当理事 

 お世話になっております。米山奨学会への寄

付については、満額になりましたが、ロータ

リー財団の寄付がもう少しです。皆様の更なる

ご協力をお願い致します。 

委員会報告  

幹事報告 宮本和寿幹事 

会長挨拶 小宮 勇会長 
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 ◆丹野寿明プログラム・例会委員長 

 先日もFAX入れさせて頂き

ましたが、5/7(火 )と 5/14

(火)が、市民会館が使える

事になりましたので、通常

例会とさせていただきま

す。内容については、後日

FAXにて、お知らせ致しますので、間違えない様に予

定に入れてください。 

 

 
 

小宮  勇  気持ちの良い季節になりました。今日

は、飯淵年度「第2回クラブ協議会」で

す。皆様、宜しくお願い致します。  

宮本 和寿  飯淵年度も骨格が決まり、いよいよで

すネ。期待しています。頑張って成功

させよう。 

菊池 和彦  先週のＩＭ合同チャリティゴルフ大会

はお陰様で、滞りなく終了する事が出

来ました。皆様のご協力に感謝致しま

す。 

阿津澤 清 天皇退位、長期休暇、休みはうれしい

けど、資金繰りが大変です。 

藤堂  昇  飯淵さん、奥津さん、今日も頑張って

いきましょう! 

萩原 秀咲  先週は誕生祝い、有難うございまし

た。 

京野 新悟  クラブ協議会、活性化させていきま

しょう。 

飯淵 昭二  クラブ協議会、宜しくお願いします。 

( 同趣旨 )   加藤 哲男    橋本かほる  

 増渕  明 

丹野 寿明  先週の例会出席者は、すごかったで

す。 

遠藤 光治  大変陽気が良くなりましたね。 

山崎 和雄  平成最後の例会ですね! クラブ協議

会、宜しくお願いします。 

杉田 政男  クラブ協議会宜しくお願い申し上げま

す。桜も終わり若葉が目に映える頃と

なりました。 

中里  仁  竹の旬でたけの子、そして竹の秋で落

葉しています。 

奥津 雅史   田中 徹夫   清水 常三 

水戸  恵   関根 隆光   斎藤 公司 

萩原 満久 
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ニコニコＢＯＸ・出席報告 

写真は上から、第2回クラブ協議会の内、青少年奉仕・

青少年育成・IAC・RYLA合同委員会、中はロータリー

財団・米山合同委員会、下の写真は奉仕プロジェクト

(地域社会奉仕・ブライダル・国際奉仕・職業奉仕)合同

委員会風景です。中身の濃い話合いが出来ました。 

例会日 総数 出席 欠席 Ｍｕ 出席率 

4/23 
免除2名 

29 
(2) 

23 
(2) 2 4 100.0% 

4/9修正 

免除1名 
29 
(1) 

29 
(1） 0 0 100.0% 

出席報告  

ニコニコBOX金額報告  

4/23合計 ３０，０００円 

今年度累計 １，０５９，５００円 
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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１～３月のハイライト 

平成31年1月8日(火)ホテ

ル椿山荘東京にて、家族

同伴新年例会を開催いた

しました。バイオリンの演奏

を招いて新年らしい雰囲

気の中、楽しく和やかなう

ちに平成最後の新年を迎

えました。 

2月14日(木)大宮パレスホテルに於いて、第3G・第4G合同のIMが行われました。我がクラブは菊池和彦ガバナー補佐を輩

出しているため、ホストクラブの重責を担いました。皆様おつかれさまでした。 

3月13日(水)は蓮田RCのホストにより、3クラブ合同例会が魚庄別館にて盛大に行われました。 


