
 

  

 
 

◆会長挨拶 加藤哲男会長 

 挨拶に先立ち、山崎副会長のご尊父様と飛田

理事のご母堂様が共に病気加療中のところ、 ご

逝去されました。ここに謹んでご冥福をお祈り

致しますと共に、クラブを代表して深く哀悼の

意を表します。 

 新型コロナウィルスの全国での感染者数が４

万人を上回わりました。埼玉では東京、大阪、神

奈川に次いで不動のワースト 4 位であり、3 日現在で 2,524 人となりまし

た。大野知事におかれましては大変ご苦労様でございます。最近では私もマ

スクをする機会が増えました。感染のリスクを想像すると、周りの行動も非

常に気になる様になり、立ち話の最中でも、相手さんの飛沫が気になる始末

です。今後は更に感染確率が高まる筈です。 

 ８月10日には2回目となるオンラインでの会員増強部門のセミナーが開

催されます。日頃からの中里ガバナー及び地区の役員、スタッフの方々のご

苦労に対して感謝します。いずれ、各クラブにおかれてはオンライン例会に

移行するのも時間の問題と思われます。 

 本日より、京野会員によるZOOMの実践セミナーを開始します。オンライ

ン例会は出席率には反映されますが、何より会員の皆さんが、顔と名前を

忘れない為にも必要なツールとなります。最後に、いつも通り '見つめ直

そうロータリークラブ' 「全員で栄光ある原点回帰へ」!  会員ご家族、

関係者のすべての皆さん、絶対に感染しない様に三密と「消毒、マスク、

検温」の励行でリスクを回避しましょう。   

 

 
 

1. 日本財団より杉田政男会員、中里仁会員、

山崎和雄会員に確定申告用の領収書が届き

ました。 

2. 地区より「ブライダルサポート会議」の案

内が届きました。  

  ・日時 8月30日(日) AM10:00～12:00 

 ・場所 さいたま共済会館 601号室  

3. 日本のロータリー100周年実行委員会より、記念切手の発売の案内が届

きました。 

 84円切手 10枚シート 販売は全国の郵便局 9月18日から発売になり

ます。 

4. 財団室ニュース8月号が届きました。  回覧 

5. レターケースにロータリーの友、ガバナー月信8月号、クラブの週報3

号と4号が入れてあります。ご確認下さい。 

第5例会･第6例会 2020年9月1日発行 

会長挨拶 加藤哲男会長 

会   場 市民会館いわつき  301 
  401 
例会テーマ Zoom例会 
担   当 会員増強委員会 

次回例会案内 
第1896例会 9月8日(火) 

本日の例会 
第1895例会 9月1日(火) 

加藤 哲男年度(2020～2021) 

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 
国際ロータリー第2770地区  
第4グループ 
国際ロータリー第2770地区  
第4グループ 
国際ロータリー第2770地区  
第4グループ 
国際ロータリー第2770地区  
第4グループ 

第5例会 8月4日(火)1893号 
会 場 市民会館いわつき 301 
点 鐘 12:30 

テーマ 第1回 Zoom勉強会 
担 当 管理運営委員会 
8月結婚誕生祝い 親睦活動委員

幹事報告 萩原満久幹事 

- 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」 

会   場 市民会館いわつき 301 
例会テーマ 第2回 Zoom研修会 
 

点   鐘 12:30 
斉   唱 君が代・奉仕の理想 
ご来客紹介 加藤哲男会長 
結婚誕生祝 親睦活動委員会 
会 長 挨 拶 加藤哲男会長 
幹 事 報 告 萩原満久幹事 
お客様挨拶 
委員会報告 
スマイル報告 例会委員会 
例会テーマ 上記掲載 
担   当 青少年奉仕委員会 
出 席 報 告 出席奨励委員会 
次回例会案内 増渕 明例会委員長 
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 6. 本日例会終了後、加藤哲男年度第3回理事会と青少

年奉仕委員会を行います。関係者は出席をお願い

します。 

 

 
 

◆遠藤光治公共イメージ委員会担当理事 

 皆さん、こんにちは。週報の

スペースに余裕ができた時に

は、「我がロータリークラブの

仲間たち」と題して、週報に掲

載させて頂きますので、ご了解

をお願い致します。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

委員会報告  

 IWATSUKI-EAST ROTARY CLUB WEEKLY REPORT 

 
 

■ 加藤 和正会員 お誕生祝い 

■ 山崎 和雄会員   〃 

■ 藤田 恵子会員   〃 

■ 飯淵 昭二会員   〃 

■ 京野 新悟会員   〃 

■ 小泉 真悟会員   〃 

８月 ご結婚記念・お誕生祝い  

今月、結婚月・誕生月の皆様、お目出とうございます。

これからもお元気で‥‥。 

 我がロータリークラブの仲間達 

ジャム・ヤン君に会長より、8月分の奨学金を授与

致しました。ジャム君からは一言 「今学期はレ

ポートを出す時期なので、８月になってからレ

ポートを頑張っています。」 と報告されました。 

西村事務局に７-８月分のお給料をお渡しいたし

ました。何時もご苦労様です。 

写真左は米山奨学生のカウンセラーを努めている

小宮勇P会長と奨学生のジャム・ヤン君(中国・チ

ベット出身28歳)聖学院大学修士課程在籍中。 

写真右は2018-2019年度第4Gがバナー補佐を務

められ、現在は職業奉仕部門委員長の菊池和彦P

会長。左の関根隆光P会長は長年クラブの会計を

引き受けられ、健全財政の結果を出し、繰越金も

年々増加しています。 
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◆京野新悟親睦委員長 

第1回 Zoom研修会は、会

員各自が持参したスマホ

の種類 (アイホン、アン

ドロイド等) に合わせ

て、Zoomのインストール

や会議への参加方法など

の説明を、時間をかけて

分かり易く説明して頂き

ました。又、補助役に奥

津雅史職業奉仕委員長なども各席を回って解らないと

ころを説明して下さいました。 

写真下は、第1回Zoom研修を真剣に受けている風景で

す。 

 
 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆   

 
 

加藤 哲男 誕生祝いの皆様、お目出とうございま

す。京野会員、本日のZoom実践セミ

ナー宜しくお願いします。 

萩原 満久  Zoom教習、宜しくお願いします。 

京野 新悟  誕生祝い有難うございます。 

菊池 和彦  京野さん、ZOOMの卓話、宜しくお願い

します。Zoom会議が多くなったので勉

強になります。 

小泉 真悟  入会後、初めての誕生日を迎えます。 

斎藤 公司  前回の座禅例会、楽しかったです。 

加藤 和正  誕生祝いに感謝します! 

阿津澤 清  8月2日は、２回目の丑の日でした。今

年は「うな重」は最高の売上げだそう

です。他社ではの話です。 

関根 隆光  健康は有難いものです。 

杉田 政男  例年にない長い梅雨が明けました。こ

れから毎日猛暑になりそうです。お身

体に気を付けて下さい。 

遠藤 光治  暑さが熱いに感じます。 

丹野 寿明  京野会員、Zoomのご指導有難うござい

ます。 

飯淵 昭二  やっと夏になりました。 

中里  仁  遅れた夏がきましたね。 

小宮  勇  暑い一言ですが、体に気を付けましょ

う! 

清水 常三・萩原 秀咲  

 暑中お見舞い申し上げます。 

水戸  恵   田中 徹夫   山形 照之 

奥津 雅史   増渕  明   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IWATSUKI-EAST ROTARY CLUB WEEKLY REPORT 

本日のテーマ 第1回 Zoom研修会  

例会日 総数 出席 欠席 Ｍｕ 出席率 

8/4 
免除4名 

29 
(4) 

22 
(2) 5 4 96.30% 

7/21修正 

免除4名 
29 
(4) 

21 
(3) 5 0 80.77% 

出席報告  

ニコニコBOX金額報告  

8/4合計 ３２，０００円 

今年度累計 １９５，０００円 

ニコニコＢＯＸ・出席報告 

 

地区資金( District Funds ) 

各地区は、「地区資金」という基金を設けて差し

支えない。その目的は、地区提唱プロジェクト及

び地区内におけるロータリーの管理・開発資金を

調達することである。 

地区資金負担金について予算を提出し、地区協議

会または地区大会で承認を得ること。 

資金は一個人で管理しないこと。 

収支の財務監査報告を次年度の地区大会に、ま

た、クラブにも提出すること。 
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◆会長挨拶 加藤哲男会長 

 2週間振り例会となりますが、皆様お変わり

御座いませんか。酷暑とコロナ禍の日々が続

きますが、メディアと言えば、相変わらず感

染者の数を報道するのみで、国会はと言うと

９月末まで夏休みです。徳仁天皇はともかく

安倍幹部は、重要な日本丸の舵取りを放棄し

ている様にさえ感じます。昨日、安倍氏の健

康不安説が報道されましたが、今後は更なる混乱が想定されます。今

週末の22日はオンラインによる公共イメージ部門セミナーが13時と15

時30分の2回開催の予定です。当日は私と遠藤理事、橋本かほりさんの

3名で参加します。次に、10月に実施予定の奉仕プロジェクト委員会担

当による地区補助金事業、児童擁護施設「いわつき」の園児を東部動

物公園に招待する企画の詰めに入ります。今年度は、施設の推薦もあ

り大野知事表彰というレアルティのあるクラブとして岩槻東ロータ

リークラブが注目されるはずです。又、中里公造ガバナーの公式訪問

に向け、地区活動方針である「新たな機会へのチャレンジでクラブに

活力を」は、実績による応用であるとアピールしたいと思います。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」。 会員の皆様、新型コロナに加えて熱中症に

も十分お気をつけの上、「マスク、消毒、検温」の励行を！  

 

 
 

1. 日本財団より菊池和彦会員、飯淵昭二会員、

宮本和寿会員、山形照之会員、丹野寿明会員

にベネファクター・年次寄付・ポリオプラス

寄付の領収書が届きました 

2. 米山記念奨学会より丹野寿明会員にマルチプ

ル第５回功労賞が、飯淵昭二会員に第１回功

労者感謝状が届きました。又、山崎和雄会

員、山形照之会員、菊池和彦会員に夫々領収書が届きました。 

3. 国際ロータリー日本事務局より、当分の間テレワークの為、表彰用品

等の手配が遅れている事の御詫びのメールが届きました。 

4. 地区より「ロータリー財団部門セミナー」の案内が届きました。  

 ・日時 9月5日(日) PM13:00～14:30 

 ・オンラインミーティングとなります。 

 ・出席対象は、第１部に会長・委員長  

   第２部は新会員(入会５年未満の希望者で会長の推薦が

必要です。) 申込み8/24迄 

会長挨拶 加藤哲男会長 

 8 月11 日(火)は、 

規定により休会です。 

加藤 哲男年度(2020～2021) 

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 
国際ロータリー第2770地区  
第4グループ 
国際ロータリー第2770地区  
第4グループ 
国際ロータリー第2770地区  
第4グループ 
国際ロータリー第2770地区  
第4グループ 

第6例会 8月18日(火)1894号 
会 場 市民会館いわつき 301 
点 鐘 12:30 

テーマ 卓話 ジャム・ヤン君 
担 当 米山奨学委員会 
 

- 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」 

幹事報告 萩原満久幹事 

■ 山崎 和雄会員 ご結婚記念 

■ 宮本 和寿会員 お誕生祝い 

 

 

 

 
 

９月ご結婚記念・お誕生日の 

皆様おめでとうございます！ 

 8 月25 日(火)は、 

規定により休会です。 
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 5. 米山記念奨学会より「ハイライトよねやま245号」

がメールにて届きました。回覧 

6. 地区より2018－2019年度財団室ニュース8月号が届

きました。  回覧 

7. 本日例会終了後、奉仕プロジェクト部門合同委員

会を行います。関係者は出席をお願いします。 

8. 週報は紙面の関係で次回と合併号になります。ご

了承下さい。 

9.  
 

◆丹野寿明奉仕プロジェクト担当理事 

 例会終了後、奉仕プロジェク

ト合同委員会を予定しています

ので、関係者はお残り下さい。 

 

 

 

◆橋本かほる財団委員長 

 ８月のロータリーレートは、

１弗105円です。引き続きご協

力をお願い致します。 

 

 

 

 

◆山崎和雄会員 

 個人的な事ですが、先日は我

が家の義父(小原進)が逝去し、

その際に皆様から暑い中にも関

わらずご焼香を賜り又、ご芳志

を頂きました事に感謝いたしま

す。自分としても立派な葬儀が

出来たのかなと思います。皆様のお蔭です有難うござ

いました。 

 

◆飛田美佐子会員 

 私事ですが、やはり母が亡くなりまして、クラブか

らも生花や香典などを頂き、会員の皆様にも温かいお

心遣いを賜り有難うございまし

た。眠る様に亡くなりましたの

で、安心致しました。新型コロ

ナ禍でもありましたが、私なり

に精一杯のお別れが出来たのか

なと思います。 

 

 
 

◆菊池和彦卓話者紹介 

 本来は山形照之米山委員長か

らご紹介致すわけですが、急遽

所用が出来まして僭越ですが、

私の方からさせて頂きます。出

身は中国ですが、正確に言いま

すとチベット自治区です。彼は

今から6年前に来日され28歳です。大学は聖学院大学

在学中です。先週「鰻」を食べなかったので伺ったら

宗教上の問題で食べられないそうです。両親と3人暮

らしです。来年3月まで、我がクラブでホストをし、

その後、国に帰って教師を希望されているそうです。

新型コロナ禍ですが、宜しくお願い致します。 

 

◆米山奨学生ジャム・ヤン君卓話 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改めまして、皆さんこんにちは。今日の内容につい

ては、①自己紹介 ②チベットの地理 ③チベットの

状況についての紹介 ④日本に来てからの体験 等に

ついて、お話ししたいと思います。自己紹介は菊池和

彦様に詳しくお話して頂きましたので、割愛させて頂

きます。チベットの場所は、ヒマラヤ山脈の北側に広

がる、平均海抜4500ｍのチベット高原。そのほとんど

が、かってラサを都とする独立国「チベット」でし

た。現在チベットという国はありません。現在も世界

の屋根と呼ばれる高原地帯で、牧畜や農耕をなりわい

とし、主に仏教を信仰する「チベット人」が600万人

ほど暮らしています。 
 

(卓話の内容については、本人の希望により一部割愛

させて頂きました)       (6ページへ続く) 
 

委員会報告  

 IWATSUKI-EAST ROTARY CLUB WEEKLY REPORT 

本日のテーマ 米山奨学生ジャム・ヤン君卓話   

ご挨拶 

丹
野
寿
明
会
員
に
米
山
記
念

奨
学
会
よ
り
「
マ
ル
チ
プ
ル
５
回

目
の
米
山
功
労
賞
」が
送
ら
れ

ま
し
た
。
ご
協
力
に
感
謝
い
た

し
ま
す
。 
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 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 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 

(ジャム・ヤン君卓話・パワーポイント) 

 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 
 

加藤 哲男  会員の皆様、お変わり御座いません

か。野球、ゴルフと面白いですね。

ジャム・ヤン君、本日の卓話宜しくお

願いします。 

萩原 満久  ジャム君、卓話楽しみにしています。

宜しくお願いします。 

山崎 和雄  先日の葬儀には、多くの皆様より、ご

会葬・香典等賜り、誠に有難うござい

ました。又、誕生祝い有難うございま

す。 

小宮  勇  暑いですね。今日はジャム・ヤン君の

卓話、楽しみにしています。宜しくお

願いします。 

飛田美佐子  皆様の暖かいお心遣いに感謝します。 

菊池 和彦  米山奨学生、ジャム・ヤン君、本日は

卓話宜しくお願いします。故郷のチ

ベットに錦を飾って下さい。 

阿津澤 清  熱中症とコロナ対策を充分に注意しま

しょう。 

杉田 政男  猛暑の連続です。熱中症とコロナにお

気をつけ下さい。 

遠藤 光治  暑い日が続きますね。 

奥津 雅史  心頭滅却すれば火もまた涼し!! 

清水 常三  暑い日が続きます。熱中症に注意しま

しょう。 

斎藤 公司  ジャム・ヤン君、卓話楽しみです。 

( 同趣旨 )  中里  仁   藤田 恵子 

       丹野 寿明   橋本かほる 

関根 隆光   田中 徹夫   加藤 和正 

増渕  明    

例会日 総数 出席 欠席 Ｍｕ 出席率 

8/18免除 
4名 

29 
(4) 

20 
(3) 6 4 92.31% 

7/28修正 

免除4名 
29 
(4) 

22 
(4) 3 2 98.00% 

出席報告  

ニコニコBOX金額報告  

8/18合計 ３０，０００円 

今年度累計 ２２５，０００円 

ニコニコＢＯＸ・出席報告  我がロータリークラブの仲間達 

例会後の奉仕プロジェクト合同委員会風景 

今年92歳をむ

かえられた杉田

政男Ｐ会長と、

左は今年度地

区職業奉仕委

員を引き受けら

れた奥津雅史

会員です。 


