
 

  

 

 

 

 

■ 山崎 和雄会員 ご結婚祝い 

■ 宮本 和寿会員 お誕生祝い 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

■ 第4グループ ガバナー補佐 小田 光司様（岩槻RC）  

   

 

岩槻祭り皆さんお疲れ様でございました。事

故もなくけが人も出ず無事終了出来たことは何

よりだと思います。「ポリオ撲滅チャリティ」

を中心テーマに、岩槻東RCの広報もうまくでき

たと思います。募金もそれなりに集めることが

出来ました。 

 今日は、小田第4グループガバナー補佐がお見えになっています。次週

のガバナー公式訪問の為のお話をいただけることになっています。 

そのほか①岩槻祭りの結果報告、②公式訪問の当クラブ内のプログラム打

ち合わせ、③養護施設への補助金事業に対する話、また、④40周年事業の

現地視察に関するお知らせ等、本日例会内容が盛り沢山になっていますの

で、私の話はこれで終わりにさせていただきます。   

 

 
 

1. 地区より「職業奉仕部門セミナー」の案内

が届きました。 

 ・日時 9月20(金) AM9:30 開会   

          PM17:00 閉会 

 ・場所 パレスホテル大宮  

 ・会費 1名7,000円   

 ・締切り 9月6日まで 

2. 第4G小田光司ガバナー補佐より、第4回会長・幹事会の案内が届きま

した。 

 ・日時 ８月28日(水) PM6:00 開会   

 ・場所 岩槻 料亭「ふな又」 

 又、グループ内会長・幹事のメールアドレスが届きました。 

3. 地区より、「日韓親善会議の交流会」の案内が届きました。 

 ・日時 9月27(金)AM9:30  開会 PM6:30 開会 

 ・場所 仙台国際ホテル 4F 会場  

 ・会費 1名10,000円  締切り 9月10日まで 

4. 地区より「会長フォーラム」の案内が届きました。 

 ・日時 10月6(日) PM3:00  開会  

 ・場所 川口駅前市民ホール フレンディア  

 ・会費 1名10,000円  締切り 9月20日まで 懇親会有り 

5. 第1回「いわつきの子供達にエールを送る会総会の報告書とけやき通

信」が届きました。  

本日の例会 
第1861例会 9月3日(火) 

次回例会案内 
第1862例会 9月14日(土) 

会   場 飯淵会長宅 
例会テーマ 暑気払い例会 
担   当 親睦活動委員会 

９月お誕生日･ご結婚記念の 

皆様おめでとうございます！ 

第7例会 2019年9月3日発行 

お客様紹介 

飯淵年度(2019～2020) 

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 

第7例会 8月27日(火)1860号 
会 場 市民会館いわつき 301 
点 鐘 12:30 

テーマ 「公式訪問」について 
 ガバナー補佐 小田光司様 
担 当 会長・幹事 

会長挨拶 飯淵昭二会長 
会   場 市民会館いわつき 301 
例会テーマ 小林 操ガバナー 
 ｢公式訪問例会｣ 
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斉   唱 君が代・奉仕の理想 
ご来客紹介 飯淵昭二会長 
会 長 挨 拶 飯淵昭二会長 
お客様挨拶  
幹 事 報 告 奥津雅史幹事 
委員会報告 
スマイル報告 例会委員会 
例会テーマ 
担   当 会員増強委員会 
出 席 報 告 出席奨励委員会 
次回例会案内 加藤哲男例会委員長 

幹事報告 奥津雅史幹事 
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 6. 米山記念奨学会より「ハイライトよねやま233号」

が届きました。回覧 

7. 大宮北東、大宮北、大宮西RCより週報が送られて

きました。  回覧 

8. 最後に例会後に、この場所にて、会員増強部門の

会議会ございます。 

 

 

 

◆遠藤光治地域社会奉仕委員長 

 「岩槻まつり」には、猛

暑の中大変多くの会員にご

出席頂きまして、無事に盛

会の内に終了致しまして、

有難うございます。配布済

みの資料をご覧頂きながら

お聞きください。 

 

◆阿津澤清会員増強担当理事 

 今日、例会終了後委員会

を行いますので、宜しくお

願い致します。その時に会

員推薦の書類などをお寄せ

ください。 

 

◆関根隆光前年度会計 

収支報告書について 

収入の部…会員4名の増が無

く、実際には1名減とな

りました。京野会員途中

入会の為、約32万円と入

会金の15万円が予算より

少なくなりました。 
 

支出の部…理事会費・役員渉外費・その他の渉外費・

地区渉外費などに顕著に赤字が見られます。又、

慶弔費は病気見舞い、社屋増築祝い、香典・生花

代などです。 

 その他のクラブ運営関係費では、節約会計を実施頂

き、繰越金から25万円のタイ支援金と345,236円の

合計595,236円を繰越すことが出来ました。 
 

これについての質問などありましたら、会計 関根に

後ほどお願いします。 
 

資料を配布しておりますので、細かい事はご覧くださ

い。 

 

◆小宮 勇直前会長 

 只今、関根隆光会計より

ご報告頂きましたが、本

日、監査の山崎和雄会員が

所要の為、私のほうから、

過日8/2(金)に「おくゆき」

にて、会計監査をして頂き

ました結果、繰越金がタイへの支援金を入れて

595,236円を繰越す事が出来ました。皆様のご協力に

感謝いたします。 

 

 

 

 

 

 

 
 

委員会報告  

 IWATSUKI-EAST ROTARY CLUB WEEKLY REPORT 
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 ◆ 
 

◆第4Gガバナー補佐 小田光司様 

 来週は、小林操ガバナー

の公式訪問です。どちらか

と云うとガバナーの方から

よりは、皆様の方からいろ

いろとお話をお寄せ頂ける

と良いかと思います。 

お人柄がとても和やかな方なので、楽しみながら公式

訪問を行って頂ければ宜しいかと思います。お食事も

会員皆様とご一緒に召し上がる様です。コーヒーは飲

まれないので、紅茶か麦茶が良いと思います。(この

後、奥津雅史幹事より資料を基に公式訪問についての

詳細の説明が行われました。内容については、割愛さ

せて頂きます。) 

 
 

◆飯淵昭二会長 

 国際奉仕で、去る7月21日から7月26日に、タイへの

支援事業に行って参りました。9月17日(火)に、藤田

恵子国際奉仕委員長の卓話が予定されておりますの

で、その時に詳しくお話を頂けると思います。 

 今日は、その視察旅行について、資料をご覧頂きな

がら概要をお話致します。申込みが9月末頃には、申

込みをして頂きたいと思っております。 

 

 
 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日のテーマ 「公式訪問」 について  

 IWATSUKI-EAST ROTARY CLUB WEEKLY REPORT 

収支報告書監査の部分一部掲載 

国際奉仕報告   
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 2019～’20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   飯渕 昭二 
例 会 場 さいたま市民会館いわつき Tel  048-756-5151 幹    事  奥津 雅史 
クラブ事務局   Tel 048-757-9786  Fax 048-756-5539 会報委員長 藤田 恵子 

U    R    L http://www.iwatsuki-east-rc.org 

 

 

 

 

第4Gガバナー補佐 

 小田光司様 来週は、ガバナー公式訪

問です。宜しくお願いします。 

飯淵 昭二  小田ガバナー補佐、本日は宜しくお願

いします。9/3はガバナー公式訪問で

す。出席宜しくお願いします。 

奥津 雅史 小田ガバナー補佐、来週の公式訪問宜

しくお願い致します。 

宮本 和寿  前回の「岩槻まつり」ご苦労様でし

た。大分涼しくなり助かります。 

小宮  勇  ほんの少し涼しくなりましたが、まだ

まだ暑いです。第4Gガバナー補佐小田

光司様、宜しくお願いします。 

関根 隆光  小宮前会長、宮本前幹事、一年間ご苦

労様でした。今日で全て終了です。 

斎藤 公司  埼玉県知事に大野もとひろさん、当選

して「ホット」しています。 

遠藤 光治  岩槻まつりでは、猛暑の中ご協力頂き有

難うございました。また、本日はガバ

ナー補佐小田光司様、ご苦労様です。 

菊池 和彦  小田ガバナー補佐、本日は宜しくお願

い致します。岩槻まつり例会は盛会で

したね!! 

清水 常三  ガバナー補佐 小田様、公式訪問ご指導

ご苦労様です。 

( 同趣旨 )  加藤 哲男   橋本かほる 

       山形 照之   萩原 秀咲 

阿津澤 清  新学期も始まりました。最近早いですね。

小田ガバナー補佐有難うございます。 

京野 新悟  8月度、誕生祝い有難うございました。

家族で美味しく頂きました。 

杉田 政男  朝・夕、涼しくなりました。秋の気配

になり、しかし未だ残暑に気を配りま

しょう。 

中里  仁  30℃以下になりました。少しいいですね！ 

飯淵 昭二  委員会の補助費、返金分。 

田中 徹夫   加藤 和正   

 

例会日 総数 出席 欠席 Ｍｕ 出席率 

8/27免除 
3名 

29 
(3) 

19 
(3) 7 0 73.07% 

8/6修正 

免除3名 
29 
(3) 

25 
(3) 1 0 96.15% 

出席報告  

ニコニコBOX金額報告  

8/27合計 ２６，０００円 

今年度累計 ２４７，８４０円 

 IWATSUKI-EAST ROTARY CLUB WEEKLY REPORT 

ニコニコＢＯＸ・出席報告 

 

 

社会奉仕活動への参加 (Participation in Com-

munity Service Activities ) 
 

地域社会のニーズに対して、政府および民間の諸

団体が活動しているが、しかし、RCやロータリアン

が地元地域社会において効果的且つ重複しない奉仕

を引き受ける各種やりがいのある機会が依然として

効果的な社会奉仕をする基礎として、ＲＩ会長は、

人間尊重、地域発展、環境保全、協同奉仕、の社会

奉仕小委員会の委員を務めるロータリアンを任命す

るよう奨励されている。小委員会は次の事を行う。 

地元内のそれぞれの地域の特定の相対的状況を総合

的に調査、分析し、地域社会のニーズを確認する。 

地域社会のニーズを見出すために個人的、また職

業上の立場を生かしてクラブの区域内を探り、社会

奉仕委員会の調査、分析を補足、強化するよう個々

のクラブ会員に勧める。 

他の地域団体との会合を、所定の方針に合致して

行うことが出来る場合、そのような会合を開

き、話合いと意見の交換をする。 

地域社会のニーズに積極的に関心を示し、これに

精通していることを会員候補者選考の一要素

に含める。ＲＩ理事会は、クラブに対して、

財政的貢献ばかりでなく、「実際に汗を流す

ような」社会奉仕プロジェクトを開始、推進

する事を奨励してきた。 
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