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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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下し、聴覚も鈍くなるため大きな声になりやす
常に「こまめなマスク・換気・消毒」を意識すること。会食時の対策とし
て、小池知事の提唱する 5 つの(こ)で、なかでも「小一時間」「小声」「小
皿料理」「小まめなマスク」で、高齢者や基礎疾患のある人、同居家族も参
加を控えるように呼びかけています。
先週、養護施設いわつきの川方園長より手渡された表彰状の文面を今一
度読み上げます。表彰状・岩槻東ロータリークラブ

貴団体は社会福祉のた

め格段の努力をされ その功績は誠に顕著であります よって埼玉県社会福
祉大会において表彰します 令和 2 年 11 月 11 日 埼玉県知事 大野元裕

こ

れは全会員の 10 年以上にわたる純粋な地域社会奉仕に対してのお礼です。
今後、公共イメージ部門として多くの場面で発信していきたいと思います。
本日の例会テ-マは年次総会ですが、前年度の指名委員会で選出された、

次回例会案内
第1908例会 12月12日(土)
家族同伴クリスマス・忘年例会
帝国ホテル

奥津雅史会長エレクト・増渕 明幹事エレクトに次年度の組閣のイメージな
どを伺いたいと思います。
12 日の忘年クリスマス例会には、木暮ガバナー補佐・真中 4G 幹事も出席
されます。
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」
いよいよ 12 月となりました。年末年始と行事が続きます。会員皆様どう
ぞご自愛ください。

幹事報告

以上

萩原満久幹事

1. 国際ロータリー日本事務局より藤田恵子会員
に「ベネファクターの認証状とバッチ」が送
られてきました。

先週届いております。後

程、会長より贈呈して頂きます。
2. 地区より「GOTO ROTARY のパンフレット」が
全会員に届きました。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、週報17号が入れてあ
ります。ご確認下さい。
4. 例会終了後、第７回理事会を行います。関係者はご参加下さい。
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本日のテーマ

年次総会

「年次総会」開催に当たって
◆加藤哲男会長より一言
奥津雅史会長エレクトに関しては、飯淵昭二年度の
幹事も既に熟されている方ですので、余り心配はして
おりませんが、これからＩＭやペッツに向けての組閣
が喫緊の課題かと思いますので、これからじっくり検
討して頂いて、作って頂ければ…と思いますので、宜
しくお願い致します。

藤田恵子会員に国際ロータリー日本事務局より、
ベネファクター寄付の表彰状とバッチが届きまし
た。おめでとうございます。

「年次総会に向けて…」
◆奥津雅史会長エレクト
こんにちは、皆様から会長エレ

委員会報告

クトのご承認を頂きました奥津

◆京野新悟親睦活動委員長

雅史で御座います。

① 12月12日の忘年例会の参加

本日は宜しくお願い致します。

費を本日と12/8日に集めさ

さて、先ず初めに私が会長として

せていただきますので、宜

全うすべく役割は後進に繋ぐ事

しくお願い致します。

だと認識しております。

② 12月16日(水)の第1回加藤

時代は消費ではなく生産こそが求められている事を感

年度親睦ゴルフコンペにつ

じます。

いて、当初の予定を変更して懇親会は新型コロナ

そこで次年度の方針ですが、

感染状況が芳しくない為、中止と致しゴルフ終了
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

今年度はふるさと小 包を
阿津 澤清 管理 運営 理事の
方 でご用 意 して頂 き ま し
た。今 月 は青 森 産 のり ん
ごを ご自 宅 へ結 婚 祝 いと
してお 送 り致 しま した。

後に表彰を行い、食事希望の方は別途個人的に行
う事になりました。
③ ＩＴ委員会より、12/8(火)の例会は、Zoomについ
ての具体的な事など、話し合って頂き会員皆様の
ご意見をお聞かせ頂く為に、クラブフォーラム形
式とさせて頂きますので、宜しくお願い致し ま
す。以上3件についてご報告させて頂きました。

12月ご結婚記念・お誕生祝い
■ 清水
■ 藤田

常三会員
恵子会員

■ 清水
■ 山形
■ 菊池

ご結婚記念
〃

常三会員
照之会員
和彦会員

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。結婚祝いには「林檎」をご自宅へお送り致しました‥。
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『本質において一致、行動において自由、全てにおいて

但し、先程も申し上げましたが、何分経験不足な点が

信頼』と定めてみました。

ございますので、諸先輩方には引き続き、ロータリー

私の紹介者は宮本会員と藤堂会員です。

クラブについて、また物事の進め方について、ご指導

お 2 人からいつも「ロータリーを楽しみなさい」と教え

をいただきたいと思います。違和感や間違っていると

て頂いて参りました。

感じた時は、遠慮なくご意見をおっしゃって下さい。

これまで多くの先輩方が築いて来られた我がクラブの

ロータリアンとして岩槻東ロータリークラブを良くし

雰囲気にもピタリと合うのではないかとお恥ずかしな

ていきたいという気持ちは皆様一緒だと思います。幹

がら自負しております。

事として信頼いただけるよう頑張りますので、是非皆

そしてこれを実行すべく組閣も未だ素案では御座いま

様のご協力をいただけますよう、お願い申し上げま

すが増渕幹事と一緒にある程度作ってみました。

す。今後ともよろしくお願いいたします。

私の父の出身地、小田原市栢山の偉人、二宮尊徳翁は
農地改革を成し遂げたお役人の出身です。彼は飢餓に

パスト会長から一言…!!

苦しむ地元民に 2 年 3 年先を見越した農地政策で人々

◆飯淵昭二直前会長

を飢えから救いました。矢張り大切なのは消費ではなく

奥津雅史エレクトには、私の年度の幹事を受けて頂

生産でありビジョンである事を教えてくれています。

き、大変助かりました。有難う

私の後ろに控えている若手会員達に出来る限り無理

ございます。奥津さんに関して

なく繋げて行くには数値計画を盛り込んだ中期ビジョ

は、ロータリーでは先輩であ

ンの作成が必要だと考えております。

り、いろいろと地区に出ても経

私が楽しく行動する事で後に続く会長、そして新し

験が豊富で助かりました。又、

い会員が増えて行く事に繋がると信じて、力一杯勤め

増渕さんについては、管理運営

て参りますので、どうぞ皆様、宜しくお願い致します。

の理事や親睦委員長を引き受けて頂き、クラブの幹事
を３年間位やった様な感じです。お二人共クラブの次
年度運営をお任せ出来ると期待しております。そして
ワクチンも間もなく出来るのではないかと思います。
加藤会長もコロナの中、クラブ例会を始め事業も熟さ
れており、大変かと思いますが、体に気を付け乍ら残
り半年を頑張って頂きたいと思います。

◆小宮 勇パスト会長
次年度の奥津雅史さんの話を
出席会員数が三分の一以上になり、年次総会が成立
しました。

聞いて、テキパキとしていて若
いっていいなぁ～と感じており
ます。コロナの中ですが、クラブ

◆増渕 明幹事エレクト

例会をこの様な形で皆がいろい

この度、次年度の幹事就任をご

ろと気を付け乍ら続けられてい

承認いただきました増渕です。

るという事は良い事ですし、ワクチンが早く出来て、コ

岩槻東ロータリークラブに入会

ロナが終息に迎えられる事を一日も早く実現出来る事

して、３年が経過しましたが、

を願っております。

自身でもまだまだ経験や知識不

◆丹野寿明パスト会長

足は認識しております。皆様も
心配でしょうが、私も不安です。

突然のお話ですが、前年度の

ただありがたい事に、次年度の奥津会長は幹事経験も

飯淵昭二会長年度と今年度の加

有り、経験も豊富ですので、私の力など微々たるもの

藤哲男会長年度では、今までに

と思いますが、良い勉強の機会ととらえ、奥津会長を

無いコロナ禍と云う、大変なス

全力でサポートし、楽しく充実した岩槻東ロータリー

トレスを抱えながらのクラブ運

クラブとなるよう頑張って参りたいと思います。

営で、毎回毎回の例会や事業を
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ここまで熟していくのには、精神的な負担も相当在る
と思います。にも、拘らずこれまで例会も何とか続け

斎藤
小宮

公司
勇

末次
杉田

哲朗
政男

清水
萩原

常三
秀咲

関根

隆光

菊池
藤田

和彦
恵子

遠藤

光治

られて来ております。これは会員皆さんのご協力が無
くては出来ない事でもあります。
過日の指名委員会・長期ビジョン委員会にも話が出
ましたが、次々年度の会長を決める話ですが、会長で
あれば何が何でも100％出席しなければならない…と
云うのでは無く、副会長が代わりの役割をする方向に
向けて行かなくては、限られた人数で限られた会員で
今後のクラブ運営を行っていくのには、無理がありま
す。是非、皆様にこの事についてご賛同頂ければ…と
思います。纏まりませんが宜しくお願いします。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

阿津澤
京野
小泉

年次総会(クラブ)
(Annual meeting) (Club)
第5条
第1節

清
新悟
真悟

飛田美佐子
( 同趣旨 )
飯淵 昭二
水戸
恵

会合
年次総会

本クラブの年次総会は毎年12月に開催されるも
のとする。そしてこの年次総会において次年度の

帝国ホテルでの忘年会、楽しみです。
早くも12月に入り、今日は年次総会で
す。コロナが早く治まるように願うば
かりです。
誕生祝い有難うございます。
師走の候となりました。皆さんカゼと
コロナにお気をつけ下さい。
結婚・誕生祝い有難うございました。
藤田恵子さんの名前が11月4日の日経新
聞に(朝が来る、その日まで)に掲載さ
れていました。
今年も師走に入りました。月日が経つ
のは早いものです。
お誕生祝いを有難うございました。
結婚のお祝を有難うございます。本日
は終日会議の為、少しだけ中抜けで例
会に参加させて頂きましたが、途中で
早退させて頂きます。
気温の差の変化に体調に気を付けま
しょう。
いよいよ師走です。今年も反省して、
来年は良い年になるように祈ります。
年次総会、宜しくお願い致します。
いよいよ今年も残り1か月。コロナ禍の
為、本当に早い1年でした。
もう師走ですか…早いなぁ～。
丹野 寿明
中里
仁
山崎 和雄
奥津 雅史
増渕
明
山形 照之

役員及び理事の選挙を行わなければならない。
(厳密には12月31日までに開催されなければなら

ニコニコBOX金額報告

ない。)

12/1合計

第2節
(省略)

４５，０００円

今年度累計

５３５，７４０円

第3節
会員総数の3分の1をもって本クラブの年次総会
及びクラブの定足数とする。

出席報告

ニコニコＢＯＸ・出席報告
加藤

萩原

哲男

満久

結婚・誕生祝いの皆様、おめでとうござ
います。本日は、年次総会です。コロナ
を吹き飛ばし、例会を楽しみましょう。
私事ですが、足を肉離れしてしまいま
し た。皆 様 も 寒 く な っ て 来 ま し た の
で、体に気をつけて下さい。
2020～’21年度
例 会 日
例 会 場
クラブ事務局
U R L

例会日

総数

出席

欠席

Ｍｕ

出席率

12/1免除
4名

28
(4)

23
(2)

3

0

87.50%

11/15修正
免除4名

28
(4)

28
(4)

0

0

100.0%

会
長
幹
事
会報委員長

加藤
萩原
遠藤

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

4

哲男
満久
光治

