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 皆さんお元気そうで何よりです。 

「非常事態宣言」も解除され、徐々に元の生活

に戻っていくのでしょうか？ 

このコロナ騒ぎで私たちの生活様式が徐々に変

わっていくのでしょうか？ 

悪いことばかりではないように思います。 

第1に家に帰ると嫁に言われなくとも石鹸で手

を洗うようになりました。 

今年のインフルエンザの流行はこのお陰で抑えられたといわれています。 

第2に散歩をするようになりました、暇でしょうがなかったGW、家の中で

食べて、寝て、TV観て、また食べて・・・体重管理ができずに少々太って

しまいました。 

解消すべく自宅の北与野から大宮まで歩いて食品等の買い出しに行くよう

になりました。 

最近は氷川神社にまで足を延ばし、帰りに食事をしたり、一杯飲んだり新

しい楽しみを見つけました。また知らなかったご近所の新発見もありまし

た。 

会社のほうも在宅勤務を進めています。RCでもZoomを使用した例会などが

他のクラブ等で進められているようですが、当社ではこれまでスカイプを

使用してNET会議を進めていたのでこれを広げ在宅でもビデヲ会議が進め

られるようにしました。 

また、社内サーバーへの外部社員からのアクセスもできるように一気にシ

ステムを変えることができました。 

コロナが終わっても事務所要員は在宅勤務を進めていく予定です。 

当社では電車通勤者が１名しかいませんが、今後は通勤ラッシュも緩和さ

れていくのではないでしょうか。 

また、交通渋滞も緩和されていってほしいものです。これによって交通事

故のリスクも軽減されるのではないでしょうか。 

新型コロナによりお亡くなりになった方、また入院を余儀なくされた方、

医療関係者の方、には大変申し訳ございませんが、悪いことだけではな

かったのかな、日本における生活様式の変化の始まりになるのかなと考え

ることもできるのではないでしょうか。 

この変化をポジティブに受け止めて残りの人生を楽しく過ごしていきたい

と思います。 

 

 

 
 

1. 第4G次年度ガバナー補佐 小暮昭弘様より、第１回次年度会長・幹事会

の案内が届きました。 

本日の例会 
第1887例会 6月16日(火) 

次回例会案内 
第1888例会 6月26日(金) 

会   場 パレスホテル大宮 
例会テーマ 飯淵年度最終例会 
担   当 会長・幹事 
 親睦活動委員会 

第33例会 2020年6月16日発行 

会   場 市民会館いわつき 301 
例会テーマ 理事一年間の報告 
 

点   鐘 12:30 
斉   唱 それでこそロータリー 
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 理事一年間の報告 
担   当 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 

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33例会 6月9日(火)1886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-2 
担 当 会長・幹事 
 

会長挨拶 飯淵昭二会長 

幹事報告 奥津雅史幹事 
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4. 川口モーニングロータリークラブの「アイメイ

チャリティゴルフ大会」は中止となりました。後

程、登録料の返金がございます。 

 

 

 

◆小宮 勇 ３クラブ実行委員 

３クラブの合同例会は、今年

度は中止となりました。次年度

は岩槻ロータリークラブさんが

ホストとして、開催する予定に

なっております。 

 

 

◆増渕 明管理運営委員会担当理事 

来る6月26日(金)に飯淵昭二年度の最終例会を行い

ます。 

電車で行かれる方は岩槻駅に、

3時30分位の電車で行く予定で

す。 

 

 

 

 

◆京野新悟会員 

先週は、コロナの関係で会社

に行けなくて、FAXも見れませ

んでしたので例会に来れず申し

訳ございませんでした。 

次年度は親睦委員長と云う大役

を仰せつかりましたが、まだ未

熟なのでいろいろとご指導頂きながらやって行きたい

と思いますので、どうぞ宜しくお願い致します。  

 

委員会報告  

 IWATSUKI-EAST ROTARY CLUB WEEKLY REPORT 

 ・日時 2020年6月27日(土) PM6:00～  

 ・場所 オノオノ春日部店 3F 

 ・会費 1名5,000円  

 加藤哲男会長エレクト・萩原満久幹事エレクト

予定に入れて下さい。 

2. 同じく地区より、第4G次年度ガバナー補佐小暮

昭弘様より、次年度のＩＭが決まりました。 

 ・日時 2021年2月24日(土) PM6:00～  

 ・場所 パレスホテル大宮 

  ・第3・第4G合同にて開催予定 

3. 本日のレターケースに  

 ①ロータリーの友誌 5・6月合併号  

 ②週報が入っております。ご確認下さい。 

■ 斎藤 公司会員 お誕生祝い 

■ 橋本かほる会員   〃 

■ 菊池 和彦会員 ご結婚祝い 

■ 丹野 寿明会員   〃 

■ 水戸  恵会員   〃 

■ 飛田美佐子会員   〃 

 

 

 
 

 

 

６月お誕生日･ご結婚記念の 

皆様おめでとうございます！ 

 
 

■ 関根 隆光 会員  ご結婚記念 

■ 阿津澤 清 会員    〃 

 

 
 

■ 杉田 政男 会員  お誕生祝い 

■ 小宮   勇会員    〃 

 

５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‥‥。 
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◆加藤哲男会長エレクト 

前回の管理運営合同部門の

「第1回クラブ協議会」は、心

配されたコロナウイルス感染の

中ではありましたが、皆様の顔

を拝見して見ますと元気に出席

されておりましたので、安心し

ておりました。今回は「第２回の奉仕プロジェクト」

の部門です。宜しくお願い致します。 

 

 
 

〔クラブ協議会風景〕 
 

◆奉仕プロジェクト委員会 

 担当理事 丹野 寿明 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆国際奉仕委員会 

 委員長 山崎 和雄 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆青少年奉仕委員会 

 担当理事 小宮  勇 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ロータリー財団・米山委員会 

 担当理事 菊池 和彦 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日のテーマ 「次年度 クラブ協議会-2」  

 IWATSUKI-EAST ROTARY CLUB WEEKLY REPORT 

写真左は地区研

修協議会職業奉

仕部門委員長の

菊 池 和 彦 P 会

長、職業奉仕に

ついての説明を

なされました。 

最 後 に国 際 奉仕

部門委員 長の長

谷川光司 様の国

際奉仕についての

お話をして頂きま

した。いずれもｽｸ

ﾘｰﾝにて…。 

同じく、社会奉仕

部門委員長の紅

谷弘二様(上尾

西RC)の社会奉

仕についてのご

説明を行いまし

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  6/19より、ダイビングに行きます。

やっと潜れます。 

加藤 哲男  結婚・誕生祝いの皆様、おめでとうご

ざいます。クラブ協議会、合同委員会

宜しくお願いします。 

斎藤 公司  次期、加藤年度もクラブ協議会も終わ

り、準備万端、整ったようで、7月の出

航が楽しみですね。 

杉田 政男  92歳を迎えました。これからも宜しく

お願い申し上げます。 

遠藤 光治  暑さとコロナで体に気を付けましょ

う。 

中里  仁  6月なのに30℃を上回る。子供の頃には

考えられなかった。10℃暑くなってい

る。 

菊池 和彦  急に暑くなりました。水分を取って体

調に気を付けましょう。 

末次 哲朗  結婚祝い有難うございました。 

阿津澤 清  世界でのコロナ死亡者がすごいです。

日本は少なくて良かったです。 

関根 隆光  結婚祝い有難うございます。 

丹野 寿明  マスクとこの暑さ、息苦しいですね。 

小宮  勇  暑いですね。熱中症に気を付けましょ

う! マスクを取りたいがまだまだです

か。 

増渕  明  大分暑い日が続きます。熱中症に気を

付けましょう! 

藤田 恵子  飯淵年度も残すところあと3回。カウン

トダウンとなりました。コロナ禍で大

変な3ヶ月でしたが、最終例会は皆で元

気に迎えたいですね!! 

飛田美佐子  気温上昇中!! 熱中症に気を付けて。 

京野 新悟  コロナと暑さに負けずに頑張りましょ

う。 

萩原 満久   奥津 雅史   橋本かほる 

萩原 秀咲   水戸  恵   加藤 和正 

山形 照之   清水 常三   山崎 和雄 

   

 

 

 

例会日 総数 出席 欠席 Ｍｕ 出席率 

6/9 
免除4名 

29 
(4) 

24 
(2) 3 2 88.88% 

3/3修正 
免除4名 

29 
(4) 

23 
(1) 3 0 84.61% 

出席報告  

ニコニコBOX金額報告  

6/9合計 ４０，５００円 

今年度累計 ９６１，４０６円 

 IWATSUKI-EAST ROTARY CLUB WEEKLY REPORT 

ニコニコＢＯＸ・出席報告 

 

 

青少年奉仕( Youth Service ) 

1923年、セントルイス国際大会で「善良で健全な

市民を育てる」青少年奉仕活動が討議。当初は社会

奉仕委員会の小委員会として発足。次時代、青少年

育成の重要性から第五奉仕部門と呼ばれたこともあ

る。 

青少年交換、奨学生、インターアクト、ローターア

クト、ロータリー青少年指導者プログラム、職業相

談指導、ロータリー地域共同隊、ロータリー地域社

会共同隊、身体障碍者の援助、各種野外活動などを

通じて才能と熱意を呼び起こし、奉仕と責任感を育

てることを目的とする。   

写真上の2名は

京野会員による

スマイル報告と斎

藤会員の出席報

告、左は 関根会

計 様 で す。皆 様

に 感 謝・感 謝 で

す。 


