
 

  

 
 

皆様こんにちは。 先ほど

御紹介いたしました、第2770

地区、第４グループガバナ‐

補佐 菊池和彦様、補佐幹事の

加藤和正様をお迎えして、こ

こホテルブリランテ武蔵野に

て最終例会となりました。この最終例会に対し、いろ

いろと準備をして頂きました、管理運営部門の皆様方

本当に有難うございました。又、今回の例会に多くの

ご夫人のご出席を頂き、誠に感謝申し上げる次第であ

ります。さて、早いもので私の最後の例会となり、大

分気分も落ち着いてきましたが、多くの皆様方の応援

を頂き、ここまで来る事が出来、感謝の気持ちで一杯

であります。少し時間を頂き、１年間の例会を振り

返ってみたいと思います。 

７月、納涼例会 寒川神社と大磯吉田茂邸見学。8月,

岩槻まつり（流しそうめん、チョコバナナ、ポップ

コーン等）チャリテイ募金（手をつなぐ育成会へ寄

付）又、青少年派遣学生稲山達也君フランスより帰国

報告 9月、埼玉県社会福祉事業団養護施設いわつき 

先生、子供達そしてロータリアン総勢70名バス２台に

て大宮鉄道博物館へ見学、地区補助金を使用しまし

た。11月は家族同伴親睦旅行1泊にて山梨昇仙峡・県

立リニア博物館・マルキワイナリ―見学。12月は 

寿々屋にて忘年例会、1月は椿山荘にて新年例会（元

米山奨学生ジョルダン君の職場）2月、大宮パレスホ

テルにて第３、第４グループ（ＩＭインターシテイ

ミーティグ）合同開催、菊池和彦ガナバ‐補佐お疲れ

様でした。橋本かおる会員，飛田美佐子会員、「ど

じょうすくい」は見事でした。４月19日、「第３・第

４グループ合同ポリオ撲滅チャリティゴルフ大会」後

期活動は主に会員卓話を致しました（遠藤光治会員、

中里仁会員、清水常三会員、杉田政男会員、藤堂昇会

員、）素晴らしい卓話でした。又、健康ウォーキング

藤堂昇会員「蔵の街栃木散策」、奥津雅史会員「有志

によるゴルフコンペ、2018～2019年度中川高志年度に

おいて我がクラブはマイロータリー登録に、亰野新梧

会員、入会早々大変なお仕事していただき感謝申し上

げたいと思います。最後になりますが宮本和寿幹事、

1年間大変有難うございました。体調を崩しながらも

クラブに対しご指導頂き、又クラブ年度計画書に対し

全面的な協力を頂き、感謝申し上げます。又事務局の

西村様クラブ週報その他いろいろと準備をして頂き本

当に助かりました。有難うございました。旦那様にも

宜しくお願いいたします。  

 

 
 

◆第４グループ・ガバナー補佐 菊池和彦様 

 皆さんこんにちは。本日

は、小宮年度の最終例会とい

う事で、改めまして小宮会

長・宮本幹事おめでとうござ

います。スタッフの皆さんご

苦労様でございました。本年

度は、「全てはクラブ活性化の為に・会員増強とMY 
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■ 萩原 秀咲会員 お誕生祝い 

■ 丹野 寿明会員    〃 

■ 中里  仁会員    〃 

■ 増渕  明会員   〃 

■ 飯淵 昭二会員 ご結婚記念 

■ 京野 新悟会員   〃 

 

 

 
 

７月お誕生日･ご結婚記念の 

皆様おめでとうございます！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

会長挨拶 小宮 勇会長 

お客様ご挨拶  
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 Rotaryへの100％登録」を掲げて参りました。第4グ

ループでは、残念ながら会員増強では、今一つ結果が

出せなかったのですが、My Rotary では、下期になっ

て100％に近い登録をして頂いた様です。中でもガバ

ナー補佐幹事の加藤和正会員、ＩＭ実行委員長の山形

照之さん、そして事務局の西村さんには、多大なご尽

力を頂きまして、有難うございました。お陰様で本日

を迎える事が出来ました。地区全体と致しましたは75

クラブ・12グループになっておりますが、少ない会員

のクラブも有れば100名を超える様なクラブもござい

ます。然しながら中川ガバナーといたしましては、い

ずれも優劣付け難い活動をして頂いている…といった

評価をして頂きました。一年間ガバナー補佐の役をさ

せて頂きまして、ロータリーの素晴らしさを改めて感

じました。最後になりますが、次年度に向けても更に

協力して頑張って参りたいと思いますので、どうぞ宜

しくお願い致します。 

 

 
 

◆宮本和寿幹事→奥津雅史次年度幹事 

 

 

 

 

 

 

1. 地区より、「会員増強維持委員会の増強卓話を行

わない」その代わりクラブフォーラム、クラブ例

会で会長、増強委員長を中心として、会員増強維

持の例会を実施して下さい。 

 又、各月の会員数の報告は今まで翌月の７日迄で

したが、その月の末までの報告とする。 

2. 地区より「2019-2020年度青少年交換学生募集の案

内」が届きました。 

3. 埼玉県腎・アイバンク協会より「第30回総会資

料」が届きました。 

4. 国際ロータリー財団より、７月のレートに関し

て、今までと違い市場のレートの発表を待って

レートを決め、発表する事になります。 

5. 7/2(火) PM6:00～  「まるしめ」にて、次年度

「第５回理事会」を行います。  

 

 
 

◆増渕 明管理運営担当理事 

再度になりますが、次年度の納涼例会のご案内をさ

せていただきます。 

日 時 7月27日(土) 

  PM5:30～  

場 所 東京湾ナイト 

  クルージング 

申込締切り 7月5日(金) 

 奮ってご参加下さい。 

 

 
 

1.委員会表彰  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 管理運営委員会担当理事 増渕 明 

 経費節約を考えながら親睦旅行・ハイキングな

ど会員を楽しませて下さいました。又、スムー

ズな司会によって有意義な例会を進めて下さい

ました。 

② 地域社会奉仕委員会委員長 遠藤光治 

 「岩槻まつり」では、流しそうめんを又、補助

金事業「養護施設いわつき」の活動はとても子

供達を楽しませて下さいました。 

③ 京野新悟会員 

 My Rotaryアカウント登録では、多大なご尽力を

賜り、ほぼ100％の達成をして頂きました。 

④ スマイル大口寄付者賞 杉田政男パスト会長 

合計2,200弗のご寄付をして頂きました。 
 

2.地区役員表彰  

 

 

 

 

 

 

 

  

① パストガバナー・諮問委員  田中徹夫会員 

② 第４グループガバナー補佐  菊池和彦会員 

③ 地区増強維持委員会委員   阿津澤清会員 
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委員会報告  

幹事報告  
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 3.スマイル最多金額賞 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

①位…阿津澤清 ②位…菊池和彦 ③位…丹野寿明 

               

4.皆出席者表彰 

阿津澤清、遠藤光治、萩原秀咲、橋本かほる、 

菊池和彦、増渕 明、奥津雅史、斉藤公司、 

田中徹夫、丹野寿明 合計10名 

出席努力賞   

藤田恵子、飯淵昭二、加藤和正、加藤哲男、 

中里 仁、杉田政男、山形照之、山崎和雄、水戸 恵 

 (以上メーキャップにより、100％達成者 9名)  

※全ての表彰から、小宮会長、宮本幹事は抜いてお

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5.特別な誕生記念日 

喜寿 萩原秀咲  古希 阿津澤清 
 

6.その他の表彰   

感謝の賞 西村寿美子事務局 

宮本幹事体調が悪い中、小宮会長を助けてスムーズなク

ラブ運営と菊池和彦ガバナー補佐の支えともなりまし

た。有難うございます。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

◆藤堂 昇副会長代読 

小宮会長・宮本幹事最終例会

おめでとうございます。 

本当に申し訳ございませんで

したが、弊社の行事の為、やむ

なく欠席させていただきますこ

とをお許しください。 

今年度は大磯の海とプールを一望できるホテルレス

トランでの昼食が印象的だった納涼例会を皮切りに、

岩槻祭り、水運びがつらかった流しそうめん。鉄道博

物館へ養護施設の子供達ご招待、子供達のうれしそう

な顔がいまだに思い出されます。山梨昇仙峡散策の家

族同伴旅行、宴会の後の2次会やっと仲間に入れた気

がしました。忘年会、新年会、春はだるま屋での美味

しい昼食が印象的だった。小田原城花見例会など盛り

沢山のイベントはとても思い出深いものになっていま

す。又、定例会場での通常例会もいろいろな趣向を凝

らされ我々を飽きさせないよう計画されていました。

毎回の例会では時節のトピックを盛り込んだ会長挨

拶、例会毎に毎回すごいものだなと感心し聞かせて頂

きました。小宮会長のリーダーシップ、宮本幹事の企

画力、各理事の立案力、各委員、委員長の実行力これ

らの力が一体となりお互いを助け合い一つのものを作

り上げようとする熱意が今年度の事業をここまで立派

なものにし、成功させたのだと思っています。本当に

皆さん素晴らしかったです、ありがとうございまし

た。 

7月からは小宮年度に引き続き飯渕年度が始まりま

す、小宮年度を見習い参考にさせていただきました年

度計画書も出来上がり、組織表も出来上がりました。

後は実行あるのみです。 

奥津幹事をはじめ藤堂副会長、丹野副会長、宜しく

お願い致します。また各理事、各委員長、また委員の

皆様にはこれから一年間ご協力の程よろしくお願いい

たします。小宮年度に負けない位の魅力ある年度にし

ていきましょう。皆の力で岩槻東ロータリークラブを

より活性化させ、楽しく魅力があり、やりがいのある

クラブを作り上げていこうではありませんか。 

次年度の行事はどなたでも参加できます。クラブ会

員のものだけではありません。ご夫婦、お子さん、お

孫さん、友人、すべて大歓迎です。結果として活動内

容を知って頂き、理解いただき、共鳴いただければ、

自然に、我々の仲間が増えていくのではないでしょう

か。こんな簡単なものではないと思いますが、そうな
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飯淵昭二エレクト挨拶  
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 ればこんな喜ばしい事はありません。 

最後に小宮会長・宮本幹事本当に一年間お疲れ様でし

た。本当に素晴らしい楽しい一年間でした。今後とも岩

槻東ロータリークラブのためにご尽力頂きますようお願

い申し上げてご挨拶に代えさせていただきます。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次年度役員理事紹介  
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次年度役員・理事の紹介を奥津幹事エレクトに行ってい

ただきました。飯淵会長年度の弥栄をご祈念致します。 

小宮年度からタイ支援金贈呈 

会員令夫人とのツーショットシリーズ 
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6月22日（土）PM4:30より、

ホテルブリランテ武蔵野

に於いて、小宮年度の家

族同伴最終例会が盛大

な中にも、厳粛に行われ

ました。小宮会長、宮本

幹 事、役 員・理 事 の 皆

様、一年間、お疲れ様で

ございました。 

スマイル報告の 

加 藤 会 員、本 日

の合計139,000円

となりました。ご協

力に感謝します。 
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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 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

小宮  勇  皆様、1年間本当にお世話になり、今日

まで来る事が出来ました。有難うござ

いました。今日は楽しみたいですね。 

宮本 和寿  一年間有難うございました。言葉もあり

ません。ご迷惑をお掛け致しました。 

菊池 和彦  小宮会長、宮本幹事はじめ理事・役員

の皆様、一年間お疲れ様でした。有難

うございました。 

加藤 和正  クラブ会長小宮 勇様、幹事宮本和寿

様、1年間に感謝します。 

杉田 政男  小宮年度、最終例会を迎えました。皆

様の協力で恙なく終了出来ました事、

感謝申し上げます。 

藤堂  昇  先日は誕生祝いのプレゼント有難うご

ざいました。 

阿津澤 清  小宮会長、宮本幹事一年間ご苦労様でし

た。末永くご健康でお過ごし下さい。 

山崎 和雄  小宮会長、宮本幹事一年間ご苦労様で

した。飯淵新会長・奥津次年度幹事一

年間、宜しくお願いします。 

斎藤 公司  小宮会長、宮本幹事お疲れ様でした。

良い年度でしたね。 

関根 隆光  小宮会長、宮本幹事、役員の皆様、1年

間ご苦労様でした。 

( 同趣旨  ) 山形 照之   遠藤 光治 

       清水 常三   増渕  明 

       中里  仁   藤田 恵子 

京野 新悟 小宮会長、お疲れ様です。今後とも宜

しくお願いします。 

萩原 秀咲  小宮会長、宮本幹事ご苦労様でした。

喜寿の祝い有難うございます。 

加藤 哲男  小宮年度、役員・理事及びご家族の皆

さん、一年間大変お疲れ様でした。 

奥津 雅史  小宮年度、最終例会おめでとうござい

ます! (^^♪ 

丹野 寿明  小宮会長、宮本幹事、1年間お疲れ様で

した。素晴らしい1年でした。 

( 同趣旨  ) 橋本かほる   橋本  昇 

西村寿美子  小宮会長、宮本幹事一年間ご苦労様で

した。 

田中 徹夫   萩原 満久   水戸  恵 

 

 

 

例会日 総数 出席 欠席 Ｍｕ 出席率 

6/22 
免除1名 

29 
(1) 

28 
(1) 0 0 100.0% 

6/11修正 

免除2名 
29 
(2) 

19 
(2) 8 6 92.59% 

出席報告  

ニコニコBOX金額報告  

6/22合計 １３９，０００円 

今年度累計 １，４２２，５００円 

ニコニコＢＯＸ・出席報告 
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新都心にあるホテルブリランテ武蔵野では、今回初めて

の例会でしたが、ご夫人方のご参加もいただき、会場は

終始和やかな雰囲気に包まれ、楽しいひと時を過ごす事

が出来ました。設営にあたった増渕理事はじめ、親睦の

皆様、細かなご配慮に感謝申し上げます。時折、雨に見

舞われたにも関わらずブリランテでの夜は何時までも賑

わっていました。 


