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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」
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し政府自民党は明日22日からCO TOキャ

衰えを見せず悩ましい限りです。しか
ンペーン実施を決行する予定です。
参加登録をした旅行代理店、宿泊施
設であれば期間中なら何回でも35％割
引が適用されます。但し出掛けるなら
感染覚悟ですが、それでも黒岩知事は警戒アラートを発しつつ、あえてGO

例会委員会
上記掲載
管理運営委員会
出席奨励委員会
増渕 明例会委員長

Toトラベル・来て、と呼び掛けています。人・お金も血液のごとく循環し
て欲しいわけです。
今後も西村経済再生担当相の発信に注目です。新型コロナ感染症は初め
軽症でも、病状が急速に悪化する事例が報告されています。肺炎がかなり
進行していても呼吸困難などの自覚症状が乏しく、血液中の酸素濃度が

次回例会案内

徐々に下がり続け、苦しさを訴えずに意識を失い死に至る事があるそうで

第1894例会 8月18日(火)

す。19日に三密を避けＺｏｏｍによるオンライン形式での地区管理運営部
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例会テーマ
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当

市民会館いわつき 301
卓話 ジャム・ヤン君
米山奨学委員会

門セミナーが開催されました。詳細については、地区の各部門活動方針に
記載されていますが、基本所信に述べた通りです。
私は２部構成の１部に参加しました。全参加人数183名で内、各クラブ
162名で90分間、非常に解り易くスムーズに進行されました。途中ミュー
トOFFで各クラブに意見を求めた祭には、まさに会場に居るが如くの一体
感がありました。当面、10月28日迄オンラインを活用して各部門セミナー
を実施する予定です。又、ガバナーに於かれましては、例会に於いてもク
ラブ活性化の為のオンラインを推奨されましたが、出席・Make-Up の取り扱
い方や、クラブ全会員と共に足並みを揃えられるか等の課題も残ります。

幹事報告

萩原満久幹事

1. 地区より「管理運営部門セミナー」のZoom参加者にメーキャップカー
ドがメールにて送られてきました。
2. 米山奨学会より「ハイライトよねやま」が届きました。

回覧

3. 国際ロータリー日本事務局より、新型コロナが更に感染が強まったた
め、８月一杯はテレワークになった旨、連絡が届きました。

IWATSUKI-EAST ROTARY CLUB
８月お誕生日･ご結婚記念の
皆様おめでとうございます！
■ 加藤
■ 山崎
■ 藤田
■ 飯淵
■ 京野
■ 小泉

和正会員
和雄会員
恵子会員
昭二会員
新悟会員
慎吾会員

お誕生祝い
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〃
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4. ロータリー文庫より、HP作成に当たり、文庫
の 資 料 が WEB に て 閲覧 可能 に な り まし た。
ユーザー名とパスワードが必要です。希望さ
れる方は事務局に申出てください。
5. レターケースに

①加藤哲男年度週報2号

が入れてあります。
6. 本日、例会終了後、この場所にて管理運営委員会を行います。短時間
で終わりますので、関係者は出席をお願いします。

お客様挨拶

クラブでも特に新しい会員さんには、良くロータリー
の事を知ってもらいたいと思っています。

◆第4Gガバナー補佐 小暮 昭弘様(大宮北東RC)

先ほど、週報を読ませて頂きましたが、恐らく第４グ

補佐幹事 真中 潤治様(大宮北東RC)

ループの中では、出席率がトップではないかと思いま

ご紹介頂きました第4グループガバナー補佐を仰せ

す。私も今後も岩槻東ロータリークラブさんを参考にい

つかりました小暮昭弘でございます。又、真中潤治グ

ろいろと勉強させて頂くつもりです。今後共、宜しくお

ループ幹事です。今年度は、新型コロナの関係で、例

願い致します。今日はどうも有難うございました。

会が滞っているクラブが多い様です。クラブによって
対応は様々ですが、リモートで行っているクラブも多

委員会報告

くある様です。

◆京野新悟親睦委員長
すでにご案内をさせて頂
い ており ます が、7/28( 火)
PM5:00に 小泉 真悟会 員宅、
円福寺にて坐禅例会を行い
ます。詳細については、FAX
にてお知らせしております
ので、ご確認をお願い致します。駐車場は寺の境内に
ございます。場所等分からない方は私の方にご連絡く
ださい。
今年度のＲＩテーマは「ロータリーは機会の扉を開
く」です。地区中里公造ガバナーは「新たな機会への

◆橋本かほるロータリー財団委員長

チャレンジで、クラブに活力を!」を、地区テーマと

何時もロータリー財団・

致しました。私共、ガバナー補佐と致しましてはガバ

米山にご協力を頂き有難う

ナーの方針に基づいて、各クラブにマンネリ化しない

ご ざ いま す。本日、丹 野寿

クラブの在り方、又、３年未満で折角、入会しても退

明会員より財団に500弗と米

会される方等の、ロータリーの良さを理解しないまま

山に50,000円のご寄付を頂

辞められてしまう現状を踏まえて、しっかりロータ

き ま した。又、飯淵 昭 二直

リーの良さを知っていただく様に進めて参りたいと思

前会長より財団へ250弗と米山へ25,000円のご寄付を

います。先日、管理運営部門セミナーにZoomで参加さ

頂きました。そして山崎和雄会員より米山に25,000円

せて頂きましたが、とても解り易くロータリーの事が

のご寄付を頂きました。ご報告させて頂きます。有難

良く理解出来ていない会員にとっても良い成果が出た

うございました。

のではないかと思いました。
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クラブフォーラム

◆飛田美佐子会員増強委員会担当理事
皆様こんにちは。本日は
増強委員会担当によるクラ
ブフォーラムと云う事です
が、ロータリーの良さを皆
に知って頂いて仲間をどん
どん増やしていけたら良い
なぁ～と思っています。
今日は私より先輩で地区の会員増強・退会防止の委
員であり、クラブの委員長の飯淵昭二直前会長にお願
いして、この場を取り仕切って頂きたいと思いますの
で、宜しくお願い致します。

会員増強・維持について

(この後、飯淵昭二増強委員

◎ ロータリークラブのしき

長の指示により、3グループ

たり(決まり事)をきちん

に分かれてのグループディ

と学ぶ事が大切。

スカッションを20分程度行

◎ 60分を小人数だから出来

いました。

るよう努める。

また、ディスカッションの結果報告を飯淵昭二クラブ

◎ 楽しみのある例会を心掛ける。来て良かったと思

増強・退会防止委員長・奥津雅史同副委員長・山崎和

える様。

雄同委員が行いました )

◎ 和やかな雰囲気を心掛ける。積極的に声がけをする。
◎ 出席出来ない会員へのケア。ライン等を活かす。
◎ 辞める人の話、メリットが無い。面白く無い。ひ
と言で飽きる。
自分も辞めたくなった時もある。会場作り・話を
する事が大事。
◎ 魅力的な会にする努力を
する。
◎ 情 報 の 共 有・行 動 の 共
有、会員は知る権利があ
る。
◎ 増強…自分の身の回り、趣味の分野から探す。
◎ 職業分類から声がけをする。例えば、弁護士・税
理士等。地区でも尋ねる。
◎ 個人・マンパワーでは無く、組織にアピールする。
◎ ご案内セット(入会案内)や週報等を持ち歩く。
以上、文責は奥津雅史クラブ会員増強・退会防止
委員会副委員長でした。
今日のお弁当は
焼肉やっちゃん(奥
津会員)の美味し
い焼肉弁当でし
た。コ ロ ナ に 負 け
ない様に元気でい
よう。
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ニコニコＢＯＸ・出席報告

我がロータリークラブの仲間達

小暮昭弘第４Gガバナー補佐(大宮北東RC)
加藤哲男会長、萩原満久幹事、御就任お
めでとうございます。岩槻東RCの皆様、
楽しい一年にしましょう。
真中潤治第4Ｇガバナー補佐幹事(大宮北東RC)
加藤哲男会長、萩原満久幹事、御就任お
めでとうございます。１年間宜しくお願
い致します。
加藤 哲男
ガバナー補佐、小暮昭弘様、幹事、真中
潤治様、ようこそ!! 一年間、宜しくお願
いします。
萩原 満久
第４Ｇ小暮昭弘ガバナー補佐、岩槻東RC
へ来ていただき、有難うございます。会
員一同歓迎致します。
菊池 和彦
小暮ガバナー補佐、真中ガバナー補佐幹
事、ようこそいらっしゃいました。一年
間宜しくお願い致します。
加藤 和正
第４Ｇガバナー補佐、小暮昭弘様、補佐
幹事、真中潤治様、ご就任おめでとう！
飛田美佐子
ロータリーの事を沢山の人達にわかって
もらえるといいですね。
杉田 政男
第４グループ補佐、小暮様ようこそ。奄
美大島方面は梅雨が明けました。本州は
もう少しの辛抱です。
斎藤 公司
第４グループガバナー補佐、小暮様、同
幹事の真中様、ようこそ。ご指導宜しく
お願いします。
( 同趣旨 )
遠藤 光治
阿津澤 清
丹野 寿明
京野 新悟
清水 常三
山崎 和雄
小宮
勇
奥津 雅史
橋本かほる
焼肉弁当で、力がもりもり沸き上がりま
した。
中里
仁
草取り、やっています。
飯淵 昭二
増渕
明
田中 徹夫
藤田 恵子

左側は2000-’01年度にガバナーを努められた田
中徹夫会員・右側は2012－‘13年度ガバナー補佐
の加藤和正会員。これからも宜しくお願いします。

今年度初めて地区補助金運営委員に就任した藤
田恵子会員と1916-’17年度会長と2018-’20年度
の2年間地区増強委員会にて活躍の阿津澤清会
員です。ご苦労様です。

地区幹事( District Secretary )

ニコニコBOX金額報告

ガバナーは、その就任前に地区幹事を選定するよ

7/21合計

う奨励されている。

２８，０００円

今年度累計

地区幹事は、ロータリーに精通しかつ地区会合の

１３１，０００円

経験も豊富なロータリアンで、地区会合の準備、

出席報告

適切な書簡処理、諸地区会合の議事録の編集、諸
種の記録保存等の日常の管理事務の面でガバナー

例会日

総数

出席

欠席

Ｍｕ

出席率

を補佐できる者でなければならない。

7/21
免除4名

29
(4)

21
(1)

5

0

83.33%

7/7修正
免除3名

29
(3)

24
(2)

3

0

88.88%

会
長
幹
事
会報委員長

加藤
萩原
遠藤

但し、同一人を通算５年を超えて地区幹事に任命
してはならない。

2020～’21年度
例 会 日
例 会 場
クラブ事務局
U R L

岩槻東ロータリークラブ

毎週火曜日 12:30～13:30
さいたま市民会館いわつき
Tel 048-756-5151
Tel 048-757-9786
Fax 048-756-5539
http://www.iwatsuki-east-rc.org
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