
 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

皆様こんにちは。 早くも６月に入り、紫陽

花の花を見かけるようになりました。 

いよいよ入梅の季節になって来たような気が

いたします。私の年度も後１ヶ月となり、本当

に時間の速さを感じております。 

さて先週は大変な事件が起きてしまい、こん

な事が現実的に起きていいのか…? 本当に辛い

思いであります。朝の通学時間に学童達がス

クールバスを待っている間、その何十秒かの間

に、刃物をもった男（51才）が次々と、保護者と小学生生徒に襲いかか

り、大変多くの犠牲者を出してしまい、誠に言葉に表す事が出来ません。

学校側も保護者側も子供達の安全に対し十二分に対策をしていたと報道さ

れておりましたが、事件が起きてしまいました。辛い話になってしまいま

したがお許しください。 

さて先週は遠藤会員による卓話していただき誠にご苦労様でした。貴重

な話をして頂き、クラブ運営に大きな問題提供を頂いたような気がいたし

ます。来週はクラブフォーラムの例会でありますので、一部皆様と共に話

し合いをしたいと思いますので宜しくお願いいたします。 

最後に2020年東京五輪の聖火リレーのルートが公表され、７月７日～９

日までの３日間県内４０市町の名所を駆け抜けるようになり、スタートは

聖火台レプリカのある川口市から所沢市、2日目は草加松原から熊谷ス

ポーツ文化公園、３日目は蔵の街、川越からさいたま市新都心公園が最終

地点となりました。ランナ―は一人200ｍ、1日約80人の予定で計240人を

大会スポンサ―や県が順次、今月から８月にかけて公募する予定でありま

す。又、今日は規定審議会報告会等のお話を飯淵昭二会長エレクトと奥津

雅史幹事エレクトによる卓話で有ります。 

宜しくお願いいたします。 

 

 
 

1. 「第44回岩槻チャリティゴルフ大会」のお

礼状が会長 小島 信昭様と実行委員長の斎

藤 進様より、届きました。   

2. 本日配布のガバナー月信 6月号の19ページ

に2021-2022年のガバナー・デジグネート

に、さいたま中央ロータリークラブの松本 

輝夫さんが掲載されております。 

3. 我がクラブの杉田政男副会長のメジャード

ナーレベル2、39,200弗と小宮 勇会長のベ

ネファクターの顔写真が掲載されております。 

本日の例会 
第1851例会 6月11日(火) 

第44例会 2019年6月11日発行 

会   場 市民会館いわつき 301 
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 4. 昨日、FAX入れさせて頂きましたが、Tシャツの申

込のサイズが未だの方は藤田恵子次年度国際奉仕

委員長にお知らせください。 

5. 蓮田ロータリークラブがホストの「3クラブ合同例

会」にバイオリンを演奏して下さった平澤 仁さ

んからリサイタルの案内が届いております。レ

ターケースに入れてあります。 

6. 今晩、PM6:30～ 焼肉「やっちゃん」奥津雅史幹事

エレクトのお店にて、次年度飯淵年度の第4回理事

会が行われます。関係者は宜しくお願い致します。 

  

 
 

◆遠藤光治次年度地域社会奉仕委員長 

〇岩槻まつりに参加する内容ついての委員会 

 目的は地区が推奨するポ

リオ撲滅運動を支援する広

報活動とチャリティー基金

を集める事で有ります。

ロータリーの会員は地区で

作った赤のTシャツを着て広

報活動をします。 

1. ピエロの格好をして長風船を動物の格好に作り子

供達に無料で差し上げる。そこに、親達が付いて

来ましたら広報活動を理解して頂きチャリティー

基金をお願いします。 

2. 「わたあめ、ポップコーン」の出店をしてチャリ

ティー基金BOXを置きチャリティー基金をお願いし

ます。 

3. 40周年記念事業に於いてタイ国のピサヌローク県

バーン、ラカム地区にあるワットドンアパイ学校

に支援事業を行うにあたり、タイのグリーンカ

レーを少し試食して頂きロータリーの理解をして

もらえるようにしていきます。 

4. 会員の為に缶ビール、缶ジュース、等、氷を入れ

て冷やして置き、頂くときはキャリーボックスに

入れて頂きたいと思います。（うなぎ弁当の話が

出ましたが全体を例会としますと時間の配分が難

しいので乾きものを用意して休みながら飲食して

頂くことが良いのではないかと思いました） 

5. 広報活動で用意するものは地区より看板や幕やチ

ラシ等無料で貸して頂けるもは借りて使用する。

後日広報委員会を開いて決める。 

6. テント、テーブル、イス、わたあめ機、ポップ

コーン機、等、は阿津澤 清さんが用意する。 

７.工業用扇風機、下に敷くビニールシート、氷、缶

ビール、缶ジュース、ペットボトル等は遠藤光治

が用意します。 

予算は概算で16万円から20万円位を予定しています。 

 

◆山形照之公共イメージ担当理事 

 こんにちは。幹事報告に

も出ていましたが、 ガバ

ナー月信 6月号の19ページ

に2021-2022年のガバナー・

デジグネートに、さいたま

中央ロータリークラブの松

本輝夫さんが掲載されてお

ります。「ロータリーの友誌」については、地区内ク

ラブのニュースはありません。16ページから「2019年

規定審議会報告」が掲載されておりますので、読んで

頂ければ…と思います。以上です。 

 

◆増渕 明管理運営担当理事 

 再度のご案内になりま

す。「小宮年度家族同伴最

終例会」の申込者は会員24

名、ご家族・事務局含めて

総勢31名のご参加となりま

し た。当 日 は、新 都 心 の

「ホ テ ル・ブ リ ラ ン テ」

に、PM4:15分集合し、記念撮影を行います。又、一緒

に行かれる方は、岩槻駅改札口に15:00に集合してご

一緒に行きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「2019年規定審議会報告会」に出席してのご報告 

〇飯淵昭二会長エレクト 

5/10(金)に地区の規定審議会報告会に、私(飯淵昭二)

と奥津雅史幹事エレクトが出席して来ました。難しく

委員会報告  
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本日のテーマ    
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 て中々理解出来ない部分もあり

ましたが、基本的には、ＲＩの

取り決め事が多くてクラブに関

しては、クラブで決めたら良い

のではないか…! と云う感じで

した。その詳しい内容について

は、奥津雅史幹事エレクトにお

話して頂きます。 

 

〇奥津雅史幹事エレクト 

 4/14(日)～4/18(木)にシカゴ

にて、世界538地区の代表議員

(日本34地区 世界の6.3%)当

2770地区からは岩淵均パストガ

バナーが出席されました。提案

数は117件、国別提案数はRI理事

会が26件、日本が25件、インド

16件、アメリカ15件、その他35

件となっております。 

では、可決の条件は  

〇 国際ロータリー定款;投票数3

分の2以上で可決。 

〇 国際ロータリー細則及び標準

クラブ定款;過半数で可決   

細かくて見づらいかと思います

が、添付に可決された提案のみ

を掲載させて頂きます。尚、詳

しくお知りになりたい方は、事

務局よりメールにて受取って下

さい。 
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■ 斉藤 公司会員 お誕生祝い 

■ 藤堂  昇会員   〃 

■ 橋本かほる会員   〃 

 

■ 菊池 和彦会員 ご結婚記念 

■ 丹野 寿明会員   〃 

■ 水戸  恵会員   〃 

■ 飛田美佐子会員   〃 

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‥‥。 
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小宮  勇  6月に入り、今日はじめじめとした空気

です。入梅が近いかもしれませんね。

今日も宜しくお願いします。 

宮本 和寿  小宮年度の最後の第1例会です。暑さに

負けずに頑張ろう。 

丹野 寿明  小宮会長、宮本幹事、最終月に入りま

した。最近の笑顔は輝いて見えます。 

斎藤 公司  ①誕生祝い、有難うございました。 

       ②自動車運転免許、更新しました。84

歳です。 

清水 常三  今月の誕生日、結婚の皆さん、おめで

とうございます。 

山崎 和雄  そろそろ入梅ですね。長雨でなければ

良いのですが。今日、晴れ間をゴルフ

で楽しみましょう。 

阿津澤 清  小宮年度も第４コーナーを曲がりまし

た。あと１か月頑張って下さい。 

飯淵 昭二  アオリイカの産卵が見られました。 

増渕  明  未だに時折、書類に平成と書いてしま

います。 

遠藤 光治  今週にも梅雨に入りますね。私は雨が

嫌いです。 

杉田 政男  規定審議会、卓話有難うございます。 

橋本かほる  飯淵会長エレクト、奥津幹事エレクト、

本日の卓話、宜しくお願い致します。 

加藤 哲男  結婚月、誕生月の皆さん、お目出とう

ございます。６月に入り、お陰様で作

付けの方も順調です。 

山形 照之   水戸  恵   橋本  昇 

田中 徹夫   奥津 雅史   萩原 満久 

藤田 恵子 

    

 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 
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ニコニコBOX金額報告  

6/4合計 ４２，０００円 

今年度累計 １，２２２，５００円 

例会日 総数 出席 欠席 Ｍｕ 出席率 

6/4 
免除1名 

29 
(1) 

20 
(1) 7 5 89.28% 

5/21修正 

免除2名 
29 
(2) 

22 
(2） 5 3 92.59% 

出席報告  

 

 

雑誌委員会 (Magazine Committee ) 
 

 この委員会はロータリアン誌 (The Rotarian) ま

たは公式地域雑誌に対する読者の関心を喚起し; 雑

誌月間を主催し、クラブ例会で毎月の雑誌の簡単な

紹介をし、新会員教育に雑誌利用を奨励し、非ロー

タリアンの講演者・図書館・病院・学校等に雑誌を

贈呈し、ニュース資料と写真を雑誌編集者に送り;

その他あらゆる方法によって雑誌を本クラブ会員及

びロータリアン以外の人々に役立てるものとする。 

  

定例会場での例会は次回と次々回のあと2回と

なりました。この一年間例会委員長の丹野寿明

会員、増渕 明管理運営理事、司会役ご苦労様

でした。写真下は例会風景です。 


