
 

  

 
 

◆小暮昭弘ガバナー補佐(大宮北東RC) 

 

 
 

前回の北 清治 PGの卓話は、実に淡々と粛々と

これぞロータリーと言う雰囲気で感動しまし

た。又、14 名のお客様と共に我がクラブ会員全員

で素晴らしい機会を共有出来たと思います。   

本日は、木暮昭弘ガバナー補佐をお迎えして、

次週の中里公造ガバナー公式訪問に関してのク

ラブフォ-ラムです。当日はクラブ協議会に先立

ち中里ガバナーの卓話があります。地区の生の

声が聴ける訳ですが、どの様に理解吸収出できるか…? 又、今後に生かせる

かどうかを検証出来るのではないかと思います。 

本日は他クラブでの 3 時間以上の進行状況はどうだったのか等をお伺い

したいと思います。宜しくご指導お願い致します。 

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」   

今日は、久々の秋晴れですが気温差が有ります、ご自愛下さい。                          

 

 
 

1. 地区より「地区大会決議(案)」がメールで届きました。   回覧  

2. 同じく地区より「各種委員会開催終了のご案内」が、やはりメールで

届きました。 

3. 地区より「職業奉仕部門講演会へのオンライ

ン入室ご案内」が届きました。我がクラブか

らは、菊池和彦部門委員長・奥津雅史地区委

員を除いて、16名のご参加希望を頂いており

ます。いずれもリアルでパレスホテル大宮会

場となっております。 

4. 地区より、10月24日の世界ポリオデーの直近のニコニコをポリオの募

金に変えていただけないか…? 

 又、直近の例会での食事を節食例会とし、差額をポリオの募金に頂け

ないか…? 

  とお願いが届いております。 

5. レターケースに腎・アイバンク32号と米山豆辞典・週報12号が入れて

あります。 

 ご確認下さい。 
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◆奥津雅史職業奉仕委員長 

 再三ご案内させて頂いており

ます、10月30日(金)に大宮パレ

スホテルに於いて開催される

「職業奉仕部門講演会」です

が、菊池和彦部門委員長と私を

含めて18名のご参加を頂いてお

ります。内1名がオンラインで、その他はリアルで直

接パレスホテルの方に行かれる方です。 

 当日は、3時45分岩槻駅に集合して電車で行きま

す。都合着く方はお集り下さい。その他、直接行かれ

る方も居られるかと思います。宜しくお願い致しま

す。 

 

  

 

第4Gガバナー補佐 小暮 昭弘様 

「公式訪問について」 

皆様、改めましてこんに

ちは。先週に引き続きまし

て、公式訪問について訪問

させて頂きました。 

大宮西RC、大宮北東RCが

すでに済んでおります。第4

グループの3クラブ目が、岩

槻東RCさんです。中里ガバ

ナーはお出でになるのが早く、9時半には見えており

ました。早めに何時も来られている様です。実際には

11時からが懇談会となっております。 

懇談会では、「手続き要覧」について、お話されて

おります。クラブ細則と定款のお話で懇談会は終わっ

てしまいます。クラブ協議会に関しては、年度計画書

の組織図の中からお話されておりました。分からない

事は何成りと質問されると良いと思います。 

① 新規事業へのチャレンジ 

② クラブのビジョン・戦略計画策定にチャレンジ

(例会場に提示) 

③ 女性会員比率10％以上・若い世帯の会員増強に

チャレンジ。 

④ 世界ポリオデー・ポリオ根絶活動への支援に

チャレンジ 

⑤ My Rotaryへの登録と活用にチャレンジ。 

⑥ 全クラブが「ロータリー賞」にチャレンジ。 

⑦ 地区チーム(ワンチーム)としての連携を強め情

報を共有し、クラブ活性化の支援に全力を挙げ

ることにチャレンジ。 
 

以上が、[今年度中里ガバナーの地区・クラブチャレ

ンジ目標] です。特にこのクラブとしては、①と②

に力を入れて頂き、その他に関しては、概ね達成出

来ているのかなぁ～と思います。 

因みに第４グループでは、大宮西ロータリークラブさ

んでは、継続事業はすべて見直しとの事です。大宮北

東では、継続事業も多少されております。 

「４つのテスト」は毎週されている訳ではないですよ

ねぇ。クラブによっては全然やっていないクラブもあ

る様です。 

当日は、余り気を使われずに気軽に質問されると良い

と思います。 

 

 

以下の文章は、小暮ガバナー補佐より提供された

D2680地区PG 田中毅様のお書きになられたものです。

参考までに掲載させて頂きました。 

(尚、この件については、小暮ガバナー補佐の了解を

得ております事を追記させて頂きます。) 

 国際ロータリーの実態 

2680地区PDG 田中毅 

2019年の規定審議会においてＲＩ事務総長の権限が強

化されました。 

「制定案19-62 事務総長は国際ロータリーの最高経営

責任者であると規定する件 

事務総長の呼称を、実態を踏まえて、ＲＩの最高執行

責任者ＣＯＯからＲＩ 最高経営責任者ＣＥＯに変更

する。 

ＲＩ細則6140. 3.」 

委員会報告  

 IWATSUKI-EAST ROTARY CLUB WEEKLY REPORT 

本日のテーマ クラブフォーラム  

写 真 右 は、「四 つ の テ ス ト」と

「ロータリーの目的」を斉唱する

丹野寿明例会福委員長と10月

分のお給与を加藤哲男会長よ

り、いただく西村事務局です。 

何時も有難うございます。 
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 ＣＯＯは、最高執行責任者のことで、理事会の指揮の

下で法人の事業運営に関する業務執行を統括する責任

者です。ＣＥＯは最高経営責任者のことで、企業の経

営全般に対する責任者です。 

この改正によって、従来は理事会の管理下にあった事

務総長の権限が強化されて、ＲＩの管理運営全般に関

する責任者になると共に、ＲＩの管理運営が営利団体

と同様な企業経営と見做されるようになりました。 

ＲＩ会長の任期が1年、理事の任期が2年なのに、事務

総長の任期は5年でありさらに再任が許されますか

ら、ＲＩの実質的な管理運営は、事務総長に一任され

ることになります。会長や理事が如何に高邁な理念を

提唱しようとも、短期間の更迭なので、結果としてＲ

Ｉの組織は事務総長が統括することになります。 

ジョン・ヒューコ事務総長は国際的な企業取引を専門

とする弁護士で、アメリカ政府機関ＭＣＣ社の副社長

時代に、一般公募で採用されました。1990年代にウク

ライナのキエフ・ロータリークラブに入会しました

が、ロータリアンとしての詳細な活動歴は不明です。 

 

 

 

 

 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆地区補助金事業決算報告 

 丹野寿明地域社会奉仕委員長 

過日、行った「地区補助金事業」には、大勢の皆様

にご参加頂き、無事に開催出来ました事に感謝いたし

ます。そして、10月20日の第5回理事会に於いて、決

算の承認を頂きましたので、此処にご報告させて頂き

ます。 

 IWATSUKI-EAST ROTARY CLUB WEEKLY REPORT 

 
 

■ 山形 照之会員 ご結婚祝い 

■ 橋本  昇会員 お誕生祝い 

■ 藤田 恵子会員   〃 
 

今月は山形 照之会員に郵便局より「結婚祝いの品」を

ご自宅にお届けしました。 

１０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‥‥。 

毎回、工夫を凝らして下さる阿津澤清会員

の美味しいお弁当、美味しくいただきまし

た。ごちそうさまです。 
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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 

 

 

 

 
 

小暮 昭弘様(大宮北東RC) 

 来週の公式訪問、宜しくお願い致しま

す。 

加藤 哲男  結婚・誕生祝いの皆様、おめでとうご

ざいます。小暮ガバナー補佐、本日の

クラブフォーラム公式訪問についての

ご指導、宜しくお願い致します。 

萩原 満久  小暮昭弘Ｇ補佐、ようこそお出で頂き

ました。クラブフォーラム、皆様宜し

くお願い致します。 

斎藤 公司  小暮ガバナー補佐、ようこそ。ご指導

宜しくお願いします。 

加藤 和正  第4Gガバナー補佐、小暮昭弘様、クラ

ブ訪問に感謝申し上げます。 

菊池 和彦  小暮ガバナー補佐、本日は、ご指導の

ほど、宜しくお願い致します。 

( 同趣旨 )   遠藤 光治   小宮  勇 

       阿津澤 清   橋本かほる 

       杉田 政男   山崎 和雄 

       増渕  明   丹野 寿明 

飯淵 昭二  久し振りの太陽がまぶしいですネ。 

飛田美佐子  うれしい年ではないけれど、誕生日

は、うれしいです。 

中里  仁  今年もあと2ヶ月余りになりましたね。 

田中 徹夫   藤田 恵子   山形 照之 

清水 常三   小泉 真悟   関根 隆光 

奥津 雅史      

 

 

 

 

 

 

例会日 総数 出席 欠席 Ｍｕ 出席率 

10/20 
免除4名 

28 
(4) 

23 
(1) 2 1 96.00% 

9/29修正 

免除4名 
28 
(4) 

27 
(3) 1 1 100.0% 

出席報告  

ニコニコBOX金額報告  

10/20合計 ３１，０００円 

今年度累計 ４０５，０００円 

ニコニコＢＯＸ・出席報告 

 

国際ロータリー( Rotary International )( ＲＩ ) 

ＲＩは、世界中のＲＣの連合体である。ロータ

リーは、人道的な奉仕を行い、あらゆる職業におい

て高度の道徳的水準を守ることを奨励し、かつ世界

における親善と平和の確立に寄与することを目指し

た、事業及び専門職務に携わる指導者が世界的に結

び合った団体である。 

ＲＩは、組織規程によって課せられた義務をたゆ

まず遂行する加盟ＲＣによって構成される。 

ロータリアンは、それぞれのクラブの会員であ

り、ＲＣはＲＩの会員である。 

ＲＩの目的は: 

1）全世界にわたって、ロータリーを奨励し、助長

し、拡大し、そして管理すること。 

2）ＲＩの活動を調整し、全般的にこれを指導する

こと。（ＲＩ定款第3条）である。 

 ＲＩの事務局はアメリカのイリノイ州エバン

ストンにある。 

 
 
 


