
 

  

 
 

 会長挨拶で何を話すか、得意分野に絞るか又

は、未だ終息の目途がたたずに戸惑うばかりの新

型コロナウイルスで苦戦中の大野知事を話題にす

るか、天候不順による豪雨被害で全てを失い苦し

む中で、ゼロでなくマイナスからのスタートだと

嘆くご老人に向けた話にするか、中々ストーリー

がまとまらない。 

 私的に考えれば、ロータリーについての話題を毎週ひとつ二つ語りたい

と思っていたわけですが、現実は長引く梅雨で作物への影響などを考える

と他に上手く気が回りません。 

 先日、8年間の禁煙を破り煙草一本吸いました。実は夢の中での事なの

ですが異常な感覚でした。夢と現実は紙一重の様で、あれこれ考えすぎて

はダメだと改めて思いました。 

 これからも例会に出席してコミュニケーションをもてば、自ずと軌道修

正出来るものと信じています。 

 今週は、各理事の方々の所信表明です。又、地区委員の方々には地区で

の雰囲気等をお話頂ければと思います。次週例会では、大宮北東ＲＣの小

暮ガバナー補佐、真中Ｇ幹事の表敬訪問があります。宜しくお願いしま

す。 

 最後に、いつも通り ”見つめ直そうロータリークラブの在り方“ 「全

員で栄光ある原点回帰へ」!   時節柄、会員・ご家族の関係者の皆様、新

型コロナウイルスには十分にお気を付けいただきたいと思います。 

  

 
 

1. 地区より「管理運営部門セミナー」の案内が届きました。 

 ・日時 7月19日(日)  

  ◎第1部 対象者  加藤哲男会長・ 

  京野新悟親睦委員長  

   オンラインミーティング 

  PM 1:00 開始 PM14:30  

  ◎第2部 対象者 増渕 明幹事エレクト・ 

   小泉真悟会員  

   以上のメンバーは登録済みです。IDとパス

 ワードが届きました。 

    14:45より受付  

   オンラインミーティング  

  PM15:30 開始  PM17:00 

2. 第4G直前小田光司ガバナー補佐より、IMの報告書が届きました。レ

ターケースに入れてあります。 

3. 同じくレターケースに ①点字名刺の資料 ②週報ファイル   

 ③加藤哲男年度週報１号 が入れてあります。ご確認下さい。 

4. 私事ですが、７月５日に実家の方へ引っ越しました。事務局よりFAXし
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 てありますが、宜しくお願い致します。新住所(自

宅) 〒339-0037 岩槻区浮谷2490-8  
 

   

 
 

◆京野新悟親睦委員長 

 親睦委員会より「坐禅例会」

のご案内をさせて頂きます。 

日時:  7月2８日(火) 

 17:00～18:30  

場所: 円福寺(小泉真悟会員宅) 

岩槻区柏崎827-1  

 地図参照 

電話:  048-726-6639  

会費:  無料 ・ 駐車場確保有り 

内容: 本堂へ集合→座禅(20分×2回程度)→ 集会室へ

移動→例会実施(15分程度)→現地解散(お土産

渡し) 

以上、新型コロナウイルス感染を配慮しての予定と致

しましたので、ご協力をお願い致します。 

 

 

 

◆阿津澤清管理運営委員会担当理事 

加藤・萩原年度、クラブ管理

運営委員会担当理事を任命され

ました阿津澤です。クラブで

は、一年間例会日程が目白押し

です。多くの会員の方々の参加

が期待できる企画を立てて進行

して行きます。京野親睦委員長を始め、ベテランの

方々と若い人が一緒の行動が取れる様に、バランスの

良い例会を行っていきたい。新人の小泉さんも例会委

員会です。宜しくお願いします。 

前年度の旅行は11月でしたが、今年度は3月に移動

しています。活動については、年度計画書に添って

行ってまいります。どうぞ宜しくお願い致します。 

 

◆飛田美佐子会員増強委員会担当理事 

 クラブに入会して初めての理事と云う事で緊張して

います。皆様宜しくお願い致します。 

私自身はロータリーに入れて頂

いて、とても心が和んで、楽し

く過ごさせて頂いておりますの

で、そんな事を回りの皆様にお

話して、ロータリーの良さを

解って頂き、入会に繋げて行け

たら良いなぁ～と思っております。後は、年度計画書

にも書いてある通りでございます。どうぞ宜しくお願

い致します。 

 

◆遠藤光治公共イメージ委員会担当理事 

 公共イメージ委員会ではロー

タリーの事業としての位置付け

が良く分からない中ではありま

すが、今年度のRI会長テーマ

は、「ロータリーは機会の扉を

開く」です、一般の人々に、機

会の扉を開く、イコール、ロータリアンを理解して頂

き多くの人々にロータリーと共に行動して頂けるよう

な環境作りが、公共イメージ委員会の目標だと考えて

います。 

活動については、昨年度作成したロゴ入りオリジナル

ベストとTシャツを着て色々なイベントに参加して

ロータリーのPRをする。また、週報の発行で今の時点

ではいいと思いますが何かいいアイデアが有りました

らお聞かせ願いまして充実した週報が発行され、一般

の方がそれを見てロータリークラブを理解して増強に

繋がればと思います。 

ポリオ撲滅に向けての協力ではペットボトルキャップ

買い取り事業の中止となりました。そこでオリジナル

ベストとTシャツを着てイベントに参加してEND PO-

LIOの広報活動をする。また他にいい方法が有りまし

たらお聞かせください委員会で検討させて頂きますの

で宜しくお願いします。 

 

◆丹野寿明奉仕プロジェクト委員会担当理事 

 コロナで酷い状況ですが、今

年度は年度計画書に書かれてい

る通りで有ります。先ず「岩槻

まつり」が中止となりましたの

で、ご報告させて頂きます。 

 加藤会長が力を入れております

「養護施設いわつき」への補助金事業を10月の第1か第2

例会の頃、先方とコロナの状況を鑑みて決めていきたい

と思います。 

 国際奉仕については、加藤会長はコロナの事も有り

ますし行わない。そして次年度奥津年度に状況を見て

行う事と致しました。 

 職業奉仕委員会については、委員会の中で打合せを

して頂いて、何か良いアイデアを絞って考えて頂きた

委員会報告  

 IWATSUKI-EAST ROTARY CLUB WEEKLY REPORT 

担当理事所信   

奥津雅史クラブ職業

奉仕委員長による「四

つのテスト」と「ロータ

リーの目的」の斉唱が

行われました。加藤

年度のスタートに先駆

けです。 
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 いと思います。ペットボトルについては、遠藤光治理事

からのご報告を頂きましたので、割愛させて頂きます。 

 最後にレターケースに「点字名刺」のパンフレット

が入れてあります。地区からの資料は10ページほどあ

り、全ページをご覧になりたい方は地区のホームページ

の資料にありますので、ご覧ください。内容を精査して

頂き、発注等の希望がある方は事務局までお願い致しま

す。(紙面の関係で一部割愛させて頂きました。) 

  

◆小宮 勇青少年奉仕委員会担当理事 

 青少年奉仕委員会としては、

クラブ年度計画書に記載した通

り実行していきたいと思いま

す。又、本年度米山奨学生の世

話クラブ・カウセラ―担当にな

り、米山奨学生ジャム・ヤン君

を米山委員会の皆様と共に応援活動していきたいと思

います。 

青少年奉仕活動として、将来への夢と希望のある地元

の少年達へ（サッカーチームにボールの寄贈等）応援

をしていきたいと思います。そしてインターアクトは

岩槻商業高校へ再開ができるようにアタックしていき

たいと思います。委員会活動が不足しておりますの

で、加藤和正委員長と共に話し合いを早急に進め理事

会に報告したいと思います。                   

 

◆菊池和彦財団・米山委員会担当理事 

当2770地区は3年間の「未来の

夢計画」パイロット地区を経

て、2013-14年度から新しい補助

金制度が始まりました。ロータ

リー財団の為の財団ではなく、

ロータリアンの為の財団となり

ました。入会して間もなくの頃、私は先輩から教えて

いただいた事があります。 

ロータリーの会員になる事は比較的容易だけれど、

ロータリアンになるには簡単ではないよと。 

ロータリアンとは、クラブ例会に出席し奉仕活動に参

加し、積極的に寄付を行い、日々、自己研鑽を重ねる

人だそうです。自己研鑽を重ねる事は大変な事だと思

います。財団・米山の寄付を宜しくお願いします。先

程、阿津澤理事の挨拶にありましたが、年間のスケ

ジュールで調整が取れれば三島にある米山梅吉記念館

を訪問したいと思います。そして、米山奨学生 ジャ

ム・ヤン君のサポートを小宮カウンセラーと共に全員

で支援しましょう。 

ロータリー財団委員会の橋本かほる委員長、米山記念

奨学委員会の山形照之委員長と共に両委員会の活動計

画を遂行して参る所存です。加藤年度、一年間宜しく

お願い致します。 

 
 

◆菊池和彦職業奉仕部門委員長 

中里公造ガバナーより、職業奉仕部門委員長を拝命

致しました。岩槻東ロータリークラブからの出向とな

りますので、クラブの名を汚す事の無いよう頑張りた

いと思います。 

職業奉仕部門は五大奉仕部門の一つであり、「ロータ

リーの金看板」とか「ロータリーの根幹」と言われて

います。私達が例会で唱和する「ロータリーの目的」

の第2項は職業的倫理を奨励しています。近年、道

徳・秩序・マナーが軽んじられています。今一度原点

回帰し、職業倫理の励行と職業のスキルを活用した奉

仕を皆さんにお願いして参りたいと思います。 

一年間宜しくお願い致します。  

 

◆飯淵昭二会員増強・維持委員会委員 

会員増強・維持委員会に行か

して頂いています。会のほうで

も同じく会員増強・維持委員会

の委員長ということです。偶然

なのか同じ委員会でお世話いた

だく事になりました。地区の活

動は新型コロナの影響でまだ集まっての委員会が２

回、ZOOMでの委員会が１回の都合３回です。委員会の

後では懇親会が行われ非常に楽しく和やかに話し合う

事が出来ています。今年の主題は会員の維持に力を入

れてゆくと云う事でした。例えば例会においても新人

会員が1人でぽつんとしていたり、懇親会でも一人で

黙々と飲んでいたりした場合、積極的に声掛けをして

いこう。また、懇親会でも酒を過ごして酔いすぎて周

りの人を嫌な気持ちにする事も厳禁です。懇親会で嫌

な気分に一人でもなる様なら懇親会ではありません。

とても会員の維持は不可能です。周りの会員がとめた

り、本人も酒を控えることが肝要です。今年はこれら

の事を重点に「退会者ゼロ」「新会員２名」純増２名

で活動していこうと考えています。 

 

◆奥津雅史職業奉仕委員会委員 

今年度、地区の職業奉仕委員

を拝命致しました奥津でござい

ます。菊池さんが上の部門委員

長に居られますので、安心して

おります。先日も委員会は出ら

れなかったのですが、その後お

店の方に来ていただき、ガバナーなどとザックバラン

に話が出来て楽しかったです。 

現在は、コロナの為にお店もなかなか難しいのです

が、テイクアウトなどもしながら頑張っております。

そしてコロナの事ですが、トイレのドアノブは大勢の

 IWATSUKI-EAST ROTARY CLUB WEEKLY REPORT 
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4 

 2020～’21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   加藤 哲男 
例 会 場 さいたま市民会館いわつき Tel  048-756-5151 幹    事  萩原 満久 
クラブ事務局   Tel 048-757-9786  Fax 048-756-5539 会報委員長 遠藤 光治 

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

  

 IWATSUKI-EAST ROTARY CLUB WEEKLY REPORT 

不特定多数の方が触るので、小さな消毒のスプレーを

持ち歩いた方が良い様です。 

皆でコロナにかからない様に気を付けましょう。 

 

◆藤田恵子地区補助金運営委員会委員 

 本年度は、中里ガバナーのご

意向もあり、補助金関係の人事

が一新され、メンバーの一割位

はロータリー歴３年未満の会員

と思われます。そして全体の７

割位は地区財団の初心者とい

う、これまでの方針とはかなり違ってきている様で

す。これらを踏まえて当初は月１回の勉強会の開催を

予定していましたが、コロナ禍でかなわないまま活動

に入りました。 

 活動としては、補助金関係のからみで1/31に初顔合

わせを皮切りに２月より本格的な活動が始まりまし

た。しかし4/17の地区協を最後にコロナ禍の影響で会

議の開催が出来なくなってしまった為、委員会のグ

ループラインを立ち上げると共に、手探りの中4/7よ

りＺｏｏｍ会議を週１回のペースで開催し、5/21に

は、２０２０年の大口枠のプレゼンはパワーポイント

を使ってのＺｏｏｍプレゼンを開催しました。 

今日までで委員会の年間の活動の2/3は終わったので

はないかと思います。これからどのようになるか分か

りませんが、ロータリーを学ぶと出来るだけ地区の情

報を皆様と共有し共にクラブの活性化に繋げていきた

いと思っています。以上です。有難うございました。 

 

 

 

 

 

 

 

加藤 哲男  担当理事の方々、所信表明、宜しくお

願いします。地区委員の方々、宜しく

お願いします。 

萩原 満久  実家に引っ越しを致しました。 

飯淵 昭二  まだ続くのでしょうか  梅雨 

菊池 和彦  コロナの影響で今年度の部門セミナー

は全てZOOMのオンラインセミナーにな

りました。 

山形 照之  会長・幹事、2回目の例会ですね。よろ

しく。 

丹野 寿明  皆様、この1年奉仕プロジェクト委員会

へのご協力を宜しくお願い致します。 

京野 新悟  先日は、結婚祝い有難うございまし

た。子供と一緒に北本トマトカレー食

べました。 

斎藤 公司  杉田さん、西村さん何時もきれいに撮

れている写真、ありがとう。 

中里  仁  平年にくらべ日照りが2番目に少ない時

間のようです。 

阿津澤 清  本日は、宜しくお願いします。豪雨で

大変です。 

藤田 恵子  コロナ禍と水害で甚大な被害に見舞わ

れた方々にお見舞い申し上げます。1日

も早く終息します様に!! 

杉田 政男  梅雨明けも間近になり、もう暫くの辛

抱です。 

小宮  勇  今日も雨の一日になりそうです。気温

も少し低いですね。 

小泉 真悟  豪雨による災害が続き、大変心配で

す。 

遠藤 光治  皆さんと同様に…。 

飛田美佐子  コロナ陽性が近くに迫ってきていま

す。皆様、くれぐれもご注意を!! 

萩原 秀咲   奥津 雅史   水戸  恵 

山崎 和雄   田中 徹夫   清水 常三 

 

 

例会日 総数 出席 欠席 Ｍｕ 出席率 

7/14 
免除4名 

29 
(4) 

21 
(1) 5 2 88.46% 

6/26修正 

免除4名 
29 
(4) 

29 
(1) 0 0 100.0% 

出席報告  

ニコニコBOX金額報告  

7/14合計 ２９，０００円 

今年度累計 １０３，０００円 

ニコニコＢＯＸ・出席報告 

スマイル報告の

小泉真悟会員と

出席報告の斎藤

公司ベテラン会

員 で す。ご 両 人

には1年間宜しく

お願い致します。 


