
 

  

 
 

◆会長挨拶 加藤哲男会長 

昨日、第 99 代 菅 義偉(総理)総裁が誕生しま

した。特定の派閥同士による多数派工作により、

全てが段取り通りに決められて行く、悪いこと

ではないが落選した候補者は素直に認めるほか

無く、むしろ菅氏のほうが心配であり、体調に気

をつけて頑張って頂きたいと思います。 

8 月末に健康上の理由で退会された宮本和寿

氏についてですが、1 日の理事会において退会届

を受理した際に、名誉会員の案が出されました。

宮本氏は 2度の会長、3度の幹事を歴任されてい

て当クラブにおける貢献度、近隣クラブに対しての影響力を未だに発信さ

れています。当クラブ定款、第 7条第 6節により名誉会員に推薦するに値す

ると考えています。尚、身分などに関しては称号のみとなります。 

９月12日に奉仕プロジェクト3部門のオンラインセミナーに参加しまし

た。菊池部門委員長大変お疲れ様でした。内容は基本の確認に加えて、参加

者からの貴重な意見も多く出ていました。26 日には米山奨学部門のセミ

ナーも開催されます。10月 28日の青少年奉仕部門で一連のセミナーが終了

します。 

本日の例会テーマは「地区補助金事業について」の現況と最終確認です。

又、29日はロータリー財団委員会担当による久々の夜間例会です。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」  朝晩の陽気が秋らしくなりました。ご自愛ください。     

 

 
 

1. 地区より「職業奉仕部門講演会」の案内が

届きました。  

 ・日時 10月30日(金)  17:00 開演 

 ・場所 パレスホテル大宮 ローズルーム 

・ZOOMによるオンライン同時開催 

 ・テーマ 「ロータリーの職業奉仕と会社 

    経営は一致する」 

 ・講師 ㈱ファイブイズホーム社長  

   第2570地区パストガバナー 細井保雄氏 

 ・締切 10月20日 申込みは事務局まで 

2. 米山記念奨学会よりジャム・ヤン君に奨学生・学友証明書が届きました。 

3. 地区より、「ロータリー財団セミナーの報告書」がPDFで届きました。  

4. 地区より「ライラ研修セミナー募集」の案内が届きました。 

 募集期間は2020年12月15日まで (詳細は事務局まで) 

第9例会･第10例会･第11例会 2020年10月13日発

会長挨拶 加藤哲男会長 

本日の例会 
第1900例会 10月13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 9月15日(火)1897号 
会 場 市民会館いわつき 401 
点 鐘 12:30 

テーマ Zoom ハイブリッド例会 
 補助金事業打合せ 
担 当 地域社会奉仕委員会 

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505･6 
例会テーマ 北 清治PG卓話例会 
 

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 
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 出席奨励委員会 
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 

 9 月22 日(火)は 

規定により休会 

10 月ご結婚記念･お誕生祝は 

10 月 20 日(火)に行います。 
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 5. 地区より、次年度のクラブプロフィールデータ入

力の依頼が届きました。 

6. 地区より、「次年度の地区役員推薦依頼書」が届

きました。 

7. 地区より、「クラブ例会の実施方法についてのお

伺い」が届きました。 

8. 大宮北・大宮西RCより週報が届きました。 回覧 

9. レターケースに ①週報 第7号・8号合併号が入

れてあります。ご確認下さい。 

 

 
 

◆奥津雅史地区職業奉仕委員会委員 

 地区の職業奉仕部門セミナー

のご案内をさせて頂きます。 

 ・日時 10月30日(金) 

  PM17:00～ 開演 

 ・場所 パレスホテル大宮 

   ローズルーム 

   Ｚｏｏｍによるオンライン同時開催 

 ・講師 第2570地区パストガバナー 細井保雄 様 

 (㈱ ファイブイズホーム 社長) 

 ・テーマ 「ロータリーの職業奉仕と会社経営は 

  一致する。」 

 ・登録料 1名3,000円  

 ・オンライン登録料 1名2,000円 

 ・申込みは事務局まで 

 

 
 

◆丹野寿明パスト会長 

 先程、加藤哲男会長のご挨拶

の中にもありましたが、宮本和

寿会員について、長年、我がク

ラブの発展の為に貢献され、こ

の度体調を崩され本人が不本意

ながらの退会を余儀なくされま

した。年度計画書の71ページの第6節に則り、宮本和

寿会員を名誉会員に推薦し、次回の理事会に諮って頂

きたいと思います。多くの皆様のご賛同を拍手を以っ

てお願い出来ればと思いますので、宜しくお願い致し

ます。 

( 尚、この件は私個人だけの考えでは無く、多くの皆

様のご意見を代弁させて頂きました事を付け加えさせ

て頂きます。又、ご家族の思いもございますが、この

場は割愛させて頂きたいと思います。) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員会報告  

 IWATSUKI-EAST ROTARY CLUB WEEKLY REPORT 

ジャム・ヤン君に会長より、10月分の奨学金を授

与致しました。ジャム君からは一言 「何時も、奨

学金を頂きありがとうございます。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9月分のお給料をお渡しいたしまし

た。今回はZoomによる例会です。飛田会員と小

泉会員がZoomに参加されました。 

提案事項 

オンライン例会に大分慣れてきました。例会風景です。 
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◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆   

 

 
 

加藤 哲男  各部門のオンラインセミナー、26日の

米山記念奨学と10/28の青少年の2回と

なりました。宜しくお願いします。 

萩原 満久  Ｚｏｏｍを使ったハイブリット例会で

の補助金事業打合せ、宜しくお願いし

ます。 

丹野 寿明  東武動物公園、地区補助金事業へのご

協力宜しくお願い致します。 

阿津澤 清  新しい首相が選ばれました。今後良い

方向に行ければと期待しています。 

菊池 和彦  地域社会奉仕委員会の皆様、養護施設

「いわつき」の補助金事業の運営、ご

苦労様です。 

杉田 政男  秋の気配を感ずる頃となりました。

やっと猛暑の終わりです。 

京野 新悟  ハイブリット例会、楽しみましょう。 

山崎 和雄  ついにリモート例会、当クラブもイン

ターナショナルですね! 

遠藤 光治  朝晩が涼しくなり、過ごしやすくなり

ました。 

斎藤 公司  ズーム勉強会、楽しみです。 

小宮  勇  大分涼しくなりましたが、未だ蒸しま

すね。今日のズーム例会、楽しみで

す。 

橋本かほる  ズーム慣れてきました。 

中里  仁  秋らしくなりましたね。 

加藤 和正   藤田 恵子   増渕  明 

萩原 秀咲   清水 常三   奥津 雅史 

飯淵 昭二   山形 照之    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IWATSUKI-EAST ROTARY CLUB WEEKLY REPORT 

 我がロータリークラブの仲間達 

例会日 総数 出席 欠席 Ｍｕ 出席率 

9/15 
免除4名 

28 
(4) 

21 
(2) 3 2 87.50% 

9/1修正 

免除4名 
28 
(4) 

23 
(2) 3 0 87.50% 

出席報告  

ニコニコBOX金額報告  

9/15合計 ２４，０００円 

今年度累計 ３０３，０００円 

ニコニコＢＯＸ・出席報告 

 

地区補助金 ( District Simplified Grants ) 

 ( ＤＳＧ ) 

ロータリー財団の人道的プログラムの一つ。社会

奉仕に関連のある財団補助金。従来のＣＡＰ( Com-

munity Assistance Program 地域社会援助プログラ

ム )やヘルピング・グランドなどを、統合し、一つ

のプログラムとしたもの。ＲＣが地域社会または国

内で奉仕プロジェクトを実施する際の補助金。但

し、ＲＣのない国であっても、米国のＯＦＡＣ

( Office of Foreign Assets Control ) の制裁国に

は、補助金は使えない。 

写真左の増渕明会員は、2017年10月の入会で早くも管

理運営委員会担当理事を2期と今年度は副幹事とクラ

ブに貢献されています。また、京野新悟会員も2018年

10月に入会しＩＴに堪能で、今ではクラブに無くてはなら

ない存在です。何時もご指導有難うございます。 

出席委員長の斎藤P会長とスマイル報告の

丹野P会長何時もご苦労様です。 
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◆会長挨拶 加藤哲男会長 

 昨日の千葉県佐倉での大規模停電で気にな

る事がありました。Wi-Fi が使用できなくて、

リモートでのオンライン会議が中止となり、在

宅勤務者の中には PC のバッテリーが切れて半

日分が欠勤扱いとなったケ-スです。 

話は変わりますが、6回目となる米山記念奨

学金部門セミナーでは、リモートで参加された

皆様、お疲れ様でした。残すところ10月28日の青少年奉仕部門セミナー

のみとなりました。 

又、10月４日の「地区補助金事業」では、天気も大丈夫そうですので、

我々も一緒に楽しみましょう。 

最後にいつもの通り '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」 

  

 

 
 

1. 地区より「青少年部門セミナー」の案内が届きました。  

 ・日時 10月28日(水)  第1部 16:00 開始 17:30 終了 

 第2部 18:00  開始  19:30  終了 

 いずれもZOOMによるオンライン開催 

 ・締切 10月14日 申込みは事務局まで 

2. 地区より「九州豪雨の災害義援金」のお礼状

が届きました。 

3. 地区より「社会奉仕部門セミナーの報告書」

が届きました。 

4. 地区より「国際奉仕部門セミナーの報告書」

が届きました。 

5. 日本事務局財団室より「10月号の財団室ＮＥ

ＷＳ」が届きました。 

6. 地区より、「地区大会の案内」が届きました。配布 今年度は晩餐会

もパストガバナー等のお客様もご夫人の出席はございません。 

7. 10/13(火)北 清治パストガバナー卓話例会に、他クラブより14名が表

敬訪問にいらっしゃいます。 

8. 地区より、米山セミナーの参加者にメーキャップカードがメールで届

きました。参加者には、転送済みです。 

 

 

会長挨拶 加藤哲男会長 

会   場 東武動物公園見学 
例会テーマ 養護施設いわつき支援 
 地区補助金事業 
担   当 地域社会奉仕委員会 

次回例会案内 
第1899例会 10月4日(日) 

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10例会 9月29日(火)1898号 
会 場 ぺきん亭 
点 鐘 18:30 

テーマ 会員卓話(夜間例会) 
 ロータリー財団に関して 
担 当 ロータリー財団委員会 

- 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 
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◆橋本かほる財団委員長 

 皆様今晩は。今日は菊池和彦

財団理事より、司会の方を頼ま

れました。不慣れですが宜しく

お願い致します。又、先ほど藤

田恵子会員より、財団のベネ

ファクターに1,000弗のご寄付

を頂きました。そして、橋本 

昇会員からも250弗の年次寄付とポリオプラスへのご

寄付を頂きました。ご協力ありがとうございます。 

 

 
 

◆杉田政男パスト会長 

 岩槻区の人口について 

 現在、日本の人口の中で百歳

以上の人は男女合わせて７万人

位居ると言われています。 

では話を小さくして、当岩槻区

ではどうか…? と今日の為に調

査して来ました。 

人生100歳の時代と言いますが

100歳まで生きるのは容易ではありません。岩槻東

ロータリーの中では私が一番100歳に近いのですが、

これは何故だか分かりません。神のみが知る領域だか

らです。 

皆さん、80～88歳位迄は自分の好きな人生を楽しむ事

が出来ますが、90歳を過ぎるとガクンと体力の低下の

違いがわかります。何故でしょうか？  

80歳代の人と90歳代の人では… 

皆さんにお配りした、岩槻区人口表はとても参考にな

ります。(資料を配布して頂きましたが、割愛させて

頂きます。) 

岩槻区の最高年齢は女性で108才が1人居ります。男

で100歳は居りません。女性では何と20人の方が100歳

です。長生きしたかったら女性に生まれるべきです。

男では104歳、女では108歳が最高です。 

71～73歳位は男女とも多く出生しています。これは戦

後生まれに多くの子供が生まれたのです。その子供

(孫に当たる)が46～49歳と多く生まれています。大数

の法則では男性が女性より多く生まれます。ところで

64歳頃から女性の方が多いのです。此の事により、男

性は他界する人が多くなり、医薬品が発達して女性が

長寿になって来たのです。全国的に見ても同じです。 

あと20年過ぎでは100歳は当たり前になる事でしょう。 

参考資料 

因みに埼玉県内にお住いの100歳以上の人口の数値を

拾い出してみました。 

① さいたま市 550人 (岩槻区内を含む) 

② 川口市 178人 

③ 川越市 119人 

④ 越谷市 107人 

⑤ 春日部市 88人 

⑥ 上尾市 88人 

以上、ご清聴ありがとうございました。 

 

◆藤田恵子地区補助金運営委員 

 ロータリー財団に関して 

財団部門地区補助金運営委員会に出向させて頂いて

おります。 

当初の予定では月1回の勉強会が開催される予定でし

たが、コロナ過の影響で乏しい知恵も更新されず、Ｚ

ｏｏｍで最低限の打ち合わせと

実務をこなしている次第です。

このような状態でお話ししなけ

ればならないのは心苦しいので

すが、少しお付き合いくださ

い。 

 先ずは小林ガバナー年度でも

重点的に取り組んで参りました

ポリオ撲滅について、大変嬉しいお知らせがございま

す。 

去る8月25日、アフリカ地域での野生型ポリオ撲滅が

宣言され歴史的な快挙となりました事をご報告させて

頂きます。これはＷＨＯの6地区のうち5地区での野生

型ポリオの根絶を意味します。 

 そしてつい先週の事ですが、ロータリーのナイジェ

リア・ポリオプラスの委員長ツンジ・フンショ氏が

「ＴＩＭＥ」誌の「世界で最も影響力のある100人」

に選ばれたとの発表がありました。アフリカ地域での

野生型ポリオ根絶においてロータリー会員やパート

ナー団体と協力し、重要なリーダー的役割を果たした

フンジョ氏の功績が讃えられたとの事です。 

これらの事は永年ポリオ撲滅活動に取り組んできた私

たちロータリアンにとっても大きな自信や誇りとなる

ことでしょう。 

 しかし、アフガニスタンとパキスタンでは現在もポ

リオ感染が続いています。これまで紛争地帯や遠隔地

の子供たちに思うようにワクチン接種が進まなかった

のです。その上コロナ過の影響でワクチン接種が一時

ストップしてしまい、その結果両国で合わせて100人

委員会報告  

 IWATSUKI-EAST ROTARY CLUB WEEKLY REPORT 

本日のテーマ 会員卓話 (夜間例会) 
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 IWATSUKI-EAST ROTARY CLUB WEEKLY REPORT 

程の感染が報告されました。 

世界の99.9％のポリオが根絶されました。そして、ほ

んのあと一歩なのです！ 

完全なポリオ根絶に向けて歩みを止めることの無いよ

う、引き続き取り組んで参りましょう！！ 

 続きまして、地区補助金運営委員会の活動について

お話させて頂きます。 

2017～2018年の中川ガバナー年度より地区補助金の他

に大口枠が創設され、より大きな奉仕が可能となりま

した。 

私共のクラブでも昨年度、タイの小学校支援の際に大口

枠を活用させてもらった訳ですが、今年はコロナ過にも

かかわらず１２クラブのエントリーがありました。 

そこで全くの手探り状態の中、初のＺｏｏｍプレゼン

が開催され９クラブが大口枠を獲得されました。 

どのクラブの事業内容もプレゼンも大変素晴らしいも

のばかりでしたので何らかの形でご紹介出来ないもの

かと思案中です。 

特に今回はコロナ過の中、エントリーしているクラブ

なので皆さん意識も高く、今回立ち会わせて頂いて私

自身も大変勉強になりました。 

 出来るだけ積極的に地区補助金と併せて大口枠やグ

ローバル補助金の活用なども視野に入れた奉仕にチャ

レンジすることが寄付金の達成率ＵＰ、そしてクラブ

の活性化にもつながるのではないでしょうか。  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夜間例会・懇親会 

久々の夜間例会ですが、皆さん

コロナに罹らない様に気を付け

ながら、本日の夜間例会を楽し

みましょう…。 

乾杯のご発声の飯淵昭二直前

会長です。そしてぺきん亭の例

会風景の写真には、皆様の嬉し

そうな様子がうかがえます。 
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加藤 哲男  久々の夜間例会です。目先を変えて楽

しみましょう。Ｒ財団についての卓

話、宜しくお願いします。 

萩原 満久  久々の夜間例会、楽しみましょう。 

杉田 政男  朝夕、本格的な秋の気候になりまし

た。岩槻区の0-100歳の卓話ですが、宜

しくお願いします。 

阿津澤 清  来年、オリンピックはやるね。今年は

試練です。 

菊池 和彦  橋本かほる財団委員長、本日はご苦労

様です。杉田さん、藤田さん宜しくお

願いします。 

橋本かほる  杉田会員、藤田会員、卓話有難うござ

います。 

藤田 恵子  今日は、久し振りの卓話で緊張します

が、宜しくお願いします。そして、残

念ながら、例会終了後失礼させて頂き

ます。皆さんで楽しんでください。 

斎藤 公司  久し振りの夜間例会で、楽しみにして

いました。 

( 同趣旨 )   遠藤 光治   丹野 寿明 

       清水 常三    

小宮  勇  ぺきん亭、夜間例会、久し振り。でも

コロナが心配です。 

中里  仁  平年の温度になり、宜しいです。 

飛田美佐子  久し振りの夜間例会ですね。皆様に会

えるのがうれしいです。 

山崎 和雄   飯淵 昭二   増渕  明 

萩原 秀咲   小泉 真悟   奥津 雅史 

関根 隆光   橋本  昇    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 宮本和寿会員をクラブ名誉会員に推薦 

ニコニコＢＯＸ・出席報告 

ニコニコBOX金額報告  

9/29合計 ２８，０００円 

今年度累計 ３３１，０００円 

例会日 総数 出席 欠席 Ｍｕ 出席率 

9/29 
免除4名 

28 
(4) 

22 
(3) 2 2 100.0% 

9/8修正 

免除4名 
28 
(4) 

23 
(2) 3 1 84.61% 

出席報告  

 IWATSUKI-EAST ROTARY CLUB WEEKLY REPORT  IWATSUKI-EAST ROTARY CLUB WEEKLY REPORT 

加藤哲男年度、宮本和寿会員を全会員一致で、ク

ラブ名誉会員推薦が決定致しました。新型コロナ禍

でもあり、臨時理事会の開催も滞る中、書面による

持回り理事会にて、去る10月1日付けにて、今年度限

りクラブ内としての、名誉会員に決定しました。彼

は、クラブ会長を2回と幹事を3回引受けられ、我が

ロータリークラブの存続に貢献されました。そし

て、誰よりもロータリーが大好き人間であり、自身

は辞めたく無い気持ちで一杯です。現在、肺癌・脳

腫瘍と云う重篤な病と闘っており、9月1日付けにて

退会され、施設に於いてリハビリと病の回復に専念

されております。一日も早い回復をご祈念申し上げ

ます。 
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会長挨拶 加藤哲男会長 

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11例会 10月4日(日)1899号 
会 場 東武動物公園 
点 鐘  

テーマ 県立養護施設いわつき支援 
 地区補助金事業 
担 当 社会奉仕委員会 

 皆様、おはようございます。今日は東武

動物公園に行きます。私は岩槻東ロータ

リークラブの会長で、加藤と申します。

ロータリークラブとは皆さんが生活して

いる地域を明るく楽しくする為の団体で

す。 

また皆様とご一緒出来て大変嬉しいです。

ランチには美味しいお弁当をご用意して

います。今日は思い出に残る一日となれば幸いです。 

10月4日の日曜日、少し天気が雨になるか…? 気になっておりましたが、一日中とても良い穏やかで過ごしやすい天気とな

り、地区補助金事業の「埼玉県養護施設いわつき」の子供達23名と職員9名、それにロータリークラブのメンバーなど18名が

参加して、東武動物公園に、大型バス1台で2往復しての行事となりました。 

検温・マスク・三密を避けて、その上で子供達の健康に配慮しながらのプロジェクトでしたが、終わって見れば何事も無く無

事に全員が帰って来られたのも、当初から企画・準備・施設との打合せ・当日の進行等々に細心の気を配り、この日が完璧

に行えたと、心から会長・幹事・丹野社会奉仕委員長・増渕副委員長初め会員皆様に敬意と感謝を表します。お疲れ様!! 

朝の出発前のバスをバックに…。 
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 IWATSUKI-EAST ROTARY CLUB WEEKLY REPORT  IWATSUKI-EAST ROTARY CLUB WEEKLY REPORT 

皆さん、今日一日東武動物公

園で沢山の動物達と一緒に楽

しんで、コロナ禍で外に出られ

なかった分、良い一日を過ごし

てください。萩原満久幹事より 
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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 


