
 

  

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

■ ジャム・ヤン君 米山奨学生 

 

   
 

 やっと例会を再開することができました。 

非常事態宣言が解除されやっと例会を開催する

ことができるようになりました。 

休会中、理事会を２回ほど行いまた。他に次期

会長・幹事の加藤さん萩原さんまた奥津幹事の

皆さんと会合を持ちクラブの活動をいつ再開す

るか、再開にあたってどのような準備をしなく

てはならないか。会場の確保、消毒備品の準備。 

また、行事はどのように行っていくか。 

すべての行事内容に軽重をつけることはできないのですが、７月からは加

藤年度が否応なしに始まります。 

また、40周年記念式典も休会中は委員会活動も休止でしたので、準備も十

分できなかったのが実状です。このため止む無く40周年記念式典は中止と

決めざるを得ませんでした。 

県からの指針などを見定め5月26日、理事会を開き６月２日、本日からの

活動の再開を決め本日に至りました。 

本当に皆様にはご心配をお掛けしました。もっと広く皆さんのご意見を聞

き反映したかったのですがお聞きする適当な手段も思いつかず今日に至り

ました。 

ご意見等ありましたら何時でも構いませんのでお聞かせ願えればと思いま

す。 

今後みなさんの意見をお聞きするのに何か良い方法があればご提案願えれ

ばと思います。 

Lineグループ作成なども会の一部の皆さんで運用されていますので、この

ツールを広げていくのも一案かと思います。 

 

 
 

1. 地区より、加藤哲男会長エレクトに「ペッ

ツ修了証」が届きました。 

2. 地区より、新型コロナウイルス感染予防の

為、彩の国「新しい生活様式」安心宣言書

が届きました。   回覧 

3. 国際ロータリー日本事務局中井啓介室長よ

り、当分の間午前10時～16時までの事務所

開設のお報せが届きました。 

4. 米山記念奨学会より山形照之会員にマルチプル9回の功労感謝状と加藤

本日の例会 
第1886例会 6月9日(火) 

次回例会案内 
第1887例会 6月16日(火) 

会   場 市民会館いわつき 301 
例会テーマ 理事一年間の報告 
担   当 会長・幹事 

第32例会 2020年6月9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32例会 6月2日(火)1885号 
会 場 市民会館いわつき 301 
点 鐘 12:30 

テーマ 次年度 クラブ協議会-1 
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 クラブ協議会-２ 
 
点   鐘 12:30 
斉   唱 四つのテスト･ロータリー
 の目的･我等の生業 
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 クラブ協議会-２ 
担   当 次年度会長・幹事 
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 

例会案内 
3月12日(木)～5月26日(火) 

新型コロナウイルスの為 

例会は中止しました 

幹事報告 奥津雅史幹事 
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◆ロータリー財団・米山担当理事 橋本かほる 

今年度の財団・米山への寄付

はいずれも100％達成出来まし

た。会員皆様のご協力に感謝い

たします。特にロータリー財団

へ2000弗のご寄付をして頂きま

した杉田政男会員とベネファク

ターへ早くに1000弗の寄付を入れて下さいました飯淵

昭二会長には目標額の達成に貢献して頂き、有難うご

ざいました。又、6月のロータリーレートが1弗108円

になりましたので、ご報告いたします。 

 

◆次年度幹事 萩原 満久 

本日、萩原秀咲会員と橋本 昇

会員から「次年度出席免除の申

請」が出ましたので、お知らせ

致します。後程、事務局より持

ち回り理事会にてFAXさせて頂

きます。又、2名に関してはク

ラブの定款、第9条の出席規定の免除(b)に則っており

ます事を報告致します。   
 

◆管理運営委員会担当理事 増渕 明 

新型コロナウイルス感染予防

の為、例会を休会にしておりま

したが、早くも6月に入り最終

例会の案内を出す時期となって

しまいました。6月26日(金)

PM4:30より、大宮パレスホテル

にて開催致します。4:15～記念撮影を致しますので、

委員会報告  

 IWATSUKI-EAST ROTARY CLUB WEEKLY REPORT 

新型コロナウイルスの感染予防のため、今回の例会から３

密を防ぐために、着席を変えてしかも会員全員がマスクを

付けての例会といたしました。 

米山奨学生のジャム・ヤン君と小宮 勇カウンセラーです。

飯淵昭二会長から６月分の奨学金をジャム君に贈呈いたし

ました。 

ジャム・ヤン君は中国・チベット出身です。聖学院大学の学

部４年生です。チベットでは、両親と彼の３人暮らしです。 

日本では、２０２０年４月１日－２０２１年３月３１日までの間、

地区より加藤哲

男会長エレクトに

ペッツ修了書が

届きました。飯淵

昭二会長から贈

呈いたしました。 

次年度宜しくお

願い致します。 

山形照之会員に

米山記念奨学金

寄付マルチプル

９回目の感謝状

が米山奨学会よ

り届きました。貢

献に感謝いたし

ます。 

岩槻東ロータリークラブが世話クラブとして１年間ホストを

引き受けることになりました。 

新型コロナウイルスの感染の為、４月・５月は例会に出席出

来ませんでした。 

やっと、本日定例会場に出席することが出来ました。そして

先ほど飯淵昭二会長より６月分の奨学金を手渡しすること

が出来ました。 

６月の最終例会にも出席されるとのことで゛す。皆さん宜しく

お願い致します。 

哲男エレクトに領収書が届きました。 

5. 米山梅吉記念館より官報35号と賛助会員のお願い書が届きました。 

回覧 

6. さいたま市交通安全対策協議会より、「令和2年度委員会資料」が届き

ました。回覧 

7. 日本事務局財団室より「財団ニュース 6月号」が届きました。又ロー

タリーレートが6月は1弗108円のお知らせが届きました。 

■ 杉田 政男会員 お誕生祝い 

■ 小宮  勇会員   〃 

■ 関根 隆光会員 ご結婚祝い 

■ 阿津澤 清会員   〃 

 

５月お誕生日･ご結婚記念の 

皆様おめでとうございます！ 
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 遅れないようにお願い致します。尚、詳細は後ほど事

務局よりFAXさせて頂きます。 

 

 
 

◆加藤哲男会長エレクト 

 いよいよ、私加藤哲男年度の

第１回クラブ協議会を開催する

運びとなりました。新型コロナ

ウイルスの感染がまだまだ終息

したわけではありませんので、

充分気を付けながら行います。 

 

 
 

〔クラブ協議会風景〕 
 

◆クラブ管理運営委員会 

 担当理事 阿津澤 清 

 

 

 

 

 

 

◆会員増強委員会 

 担当理事 飛田 美佐子 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆公共イメージ委員会 

 担当理事 遠藤 光治 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 
  

 

本日のテーマ 「次年度 クラブ協議会-１」  
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■ 水戸  恵会員 お誕生祝い 

■ 末次 哲朗会員 ご結婚祝い 

■ 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‥‥。 

２０２０－２０２１年

度RI会長のホル

ガ―・クナーク氏

よりテーマ「ロー

タリーは機会の

扉を開く」の発表

がありました。 

2020－２０２１年

度ガバナーの中

里公造氏の年度

初めに向けての

熱い思いが発表

されました。 

我が2770地区の

小林操ガバナー

の講演の様子で

す。 

１年間エンドポリ

オに貢献されて

こられました。 
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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   飯淵 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 

 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 

 

 

 

 

 

 

飯淵 昭二  やっと再開です。宜しくお願いします。 

加藤 哲男  次年度クラブ協議会、宜しくお願いし

ます。 

小宮  勇  今日から例会です。ホットしています。

ジャム・ヤン君宜しくお願いします。 

萩原 秀咲  お久しぶりです。結婚祝い有難う御座

います。 

斎藤 公司  久し振りに会員皆様の元気な姿に接し

て嬉しいです。 

菊池 和彦  本日は、久し振りの例会ですね。次年度

クラブ協議会、いよいよ加藤年度です。 

加藤 和正  緊急事態宣言解除により、クラブ例会

再開、良かったですね! 

清水 常三  私達の願い、新型コロナウイルス感染

が早期に終息すること。 

杉田 政男  久し振りの例会、皆さんの元気な姿に

元気をもらいました。 

関根 隆光  お久し振りです。皆様の元気なお顔を

見られてうれしかったです。 

阿津澤 清  冬から初夏になってしまいました。 

       仕事がありません。 

遠藤 光治  皆さんお久しぶりです。例会場の久し

振りに戸惑いを感じます。 

山崎 和雄  久し振りです。皆さんお元気でしたか! 

丹野 寿明  例会の再開とてもうれしいです。 

中里  仁  体調不良で入院してました。(老体で

す。)皆様、有難うございました。 

増渕  明  久々に皆様と会えて元気が出ます。 

橋本かほる  皆様にお会い出来て嬉しいです。 

山形 照之  よろしく。 

藤田 恵子  今日は久し振りの例会です。皆さんの

元気なお顔が見られて大変嬉しく思い

ます。引き続き気を抜かずにしっかり

コロナ対策しましょう。 

飛田美佐子  久し振りに例会が開催されて良かった

です。 

小泉 真悟  諸行事再開です。このままコロナ終息

を願うばかりです。 

萩原 満久   奥津 雅史   田中 徹夫 

橋本  昇   水戸  恵    

 

 

 

 

例会日 総数 出席 欠席 Ｍｕ 出席率 

6/2 
免除4名 

29 
(4) 

27 
(3) 2 2 100.0% 

2/25修正 
免除4名 

29 
(4) 

23 
(1) 2 1 92.31% 

出席報告  

ニコニコBOX金額報告  

6/2合計 ４４，０００円 

今年度累計 ９２０，９０６円 
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ニコニコＢＯＸ・出席報告 

 

 

青少年交換( Youth Exchange ) 

高校生の年齢層の男女学生が、国際理解と親善を

推進するために、1学年度又は休暇中、海外に勉学ま

たは旅行するＲＩプログラム。交換学生は、ＲＩ理

事会推奨の指針と手続きに従って、派遣・受け入れ

ＲＣまたは地区の推薦の下に選考される。 

  
 
 

新型コロナウイルスの感染予防の為、1テーブルに2人づ

つに着席して、例会を行いました。 


