
 

  

 
 

新型コロナウィルスとインフルエンザの同

時流行が不安視されていましたが、前年に比

べてインフルエンザの方は、今年は消滅状態

だそうです。インフルエンザの流行は 11 月下

旬から 12 月にかけて発生しますが、なぜイン

フルの報告数が減ったのでしょうか。新型コ

ロナの影響で、症状があっても病院に行かな

い人もいるので実態が掴めないとのことです

が、逆だと思います。コロナ感染対策が功を奏している筈です。マスクを着

用し、三密を避けて消毒・検温に努める習慣が浸透したためだと思われま

す。第 3 波のほとんどは、クラスターで家庭内を含めた集団感染です。小池

百合子知事の提唱する 5 つの小(こ)はシンプルで実行しやすく、女性らし

い気配りだと思います。 

本日テ-マは、IT 委員会担当で引き続き検討事案をクラブフォーラム形

式で行います。コロナ禍ではＺｏｏｍの例会は必須条件ですが、現段階では

例会出席者は参加できません。早く環境を整えて、双方向での対話形式の例

会が実現できる様に、そして将来的にはやむを得ず例会に出られない会員

も対面同様で全員参加の例会になれば…と思います。 

今週は家族同伴忘年・クリスマス例会です。マスク着用・消毒・検温のご

協力をよろしくお願いします。最後に、クラブスローガン 

“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」 

フレンチもいいですが、鍋はヘルシーで最高です。会員の皆様どうぞご自愛

ください。     以上 

   

                                                 

 

1. 米山奨学会より飛田美佐子会員に第1回

米山功労者賞が届きました。次回に又、

橋本かほる会員に領収書が届きました。 

2. フィリピンバギオ育英会から基金のお願

いが届きました。 

3. 台北の国際大会のガバナーナイトの案内

が届きました。 

  ・日時 2021年6月12日(土)  

  受付17:30= 

   ・場所 台北市国賓大飯店 

  ・会費 1名 18,000円  詳細は事務局迄 

4. 大宮西ロータリークラブより週報11月分がメールにて、届きました。  

回覧 
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 12 月29 日(火)及び 

1月5日(火)は、 

規定により休会です。 
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 5. レターケースに、ガバナー月信12月号が入れてあ

ります。15頁に我がクラブの公式訪問の記事が掲

載されています。ご覧ください。そして、週報18

号が入れてあります。 

 ご確認下さい。 

6. 先日の理事会にて、飯淵昭二会員と藤田恵子会員

を次年度の地区委員に推薦・承認致しましたの

で、ご報告いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

◆遠藤光治公共イメージ委員長 

 本日、皆様に体温を測って頂

いておりますが、消毒と共に入

口で必ず検温を行っていただき

たいと思います。又、帝国ホテ

ルのクリスマス・忘年例会につ

いても万が一感染者が出たら大

変な事になりますので、皆さん

も充分に気を付けて行きたいと思いますので、宜しく

お願い致します。 

◆京野新悟親睦委員長 

引続き、12月12日(土)の家族

同伴クリスマス・忘年例会につ

いて、ご連絡させて頂きます。 

バスで行かれる方は、当日3時

30分に岩槻駅西口をトイレ付大

型バスにて出発します。午後5

時の開演で、終わりは8時頃の予定です。新型コロナ

に感染しない様に十分気を付け乍ら行いたいと思いま

す。ご協力を宜しくお願い致します。 

 

 
 

ＩＴ委員会クラブフォーラム議題 

① zoom例会の頻度はどの程度行うべきか（毎回？ 希

望があった時？ 本当にやりますか？） 

② 機器（ノートパソコン、カメラ、マイク、スピー

カー）の管理（保管、運搬、設置） 

については誰が対応すべきか。 

③ zoom利用月額料金、インターネット使用月額料金

についての決済方法については事業者がクレジット

カード決済しか提供していない状況です。 

これを機にロータリーカード（クレジットカード）の

利用も検討すべきと思いますが、その点についてご意

見を頂きたい。 

④ zoom例会での例会実施手順について 

→zoom例会実施時には、基本的にノートパソコンに繋

ぐマイクに話して頂かないとzoom参加者に声が届かな

い。そうなるとニコニコや出席報告などもマイクを

使っていただく必要がある為、例会の席レイアウトな

ども検討の必要があります。 

マイクの線がないタイプもあると思いますが、その場

合費用も再検討が必要です。 

おそらく2万円程度の金額増加（現在見積75,000円程

度） 

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  

写真上は四つのテスト・ロータリーの綱領を斉唱風景

です。 
 

ジャム・ヤン君一言、 

先月は来られなかったですが、今が一番忙しい時期

です。来月は大学院博士課程の試験があるので、

今はそれに向けて頑張っている所です。どうぞ宜しく

お願い致します。 

京野新悟ＩＴ委員長の司会により、3グループに分かれて

のクラブフォーラムが行われました。 

3グループに分かれての話合いの後、代表者の3名か

らまとめをして頂きました。ないようは割愛致します。 
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◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

加藤 哲男  本日のＩＴ委員会、討議宜しくお願い

します。 

萩原 満久  ＩＴ委員会、今後の事を皆様で話合

い、宜しくお願いします。 

京野 新悟  本日ＩＴ委員会のクラブフォーラムに

なります。宜しくお願い致します。 

斎藤 公司  お互いの為に、例会場、入場時検温と

手の消毒を守りましょう。 

丹野 寿明  ジャム君、体に気を付けて頑張って下

さい。 

杉田 政男  大東亜戦争75年目に当たります。私は

中学1年生でした。合掌 

藤田 恵子  結婚祝いのりんごが昨日届きました。

美味しそうな良い香りがただよってい

ます。ありがとうございます。 

小宮  勇  今日は、ジャム君出席です。元気に近

況報告を宜しくお願いします。 

菊池 和彦  ＩＴ委員会の皆様、宜しくお願いしま

す。 

山崎 和雄  加藤会長、カボチャご馳走様です。 

飯淵 昭二  海の中はベストシーズンです。 

阿津澤 清  コロナに掛からない様に頑張ろう。 

( 同趣旨 )   遠藤 光治   橋本かほる 

中里  仁  餅つきの予定、12/28日に決定しまし

た。 

増渕  明   水戸  恵   清水 常三 

関根 隆光   萩原 秀咲   加藤 和正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IWATSUKI-EAST ROTARY CLUB WEEKLY REPORT 

例会日 総数 出席 欠席 Ｍｕ 出席率 

12/8免除
5名 

28 
(5) 

21 
(2) 4 1 83.33% 

11/24修正 

免除4名 
28 
(4) 

20 
(0) 4 2 91.66% 

出席報告  

ニコニコBOX金額報告  

12/8合計 ２４，０００円 

今年度累計 ５５９，７４０円 

ニコニコＢＯＸ・出席報告 

 我がロータリークラブの仲間達 

水戸 恵会員は2014-2015年度に

入会、清水常三会員は我がクラブ

のチャーターメンバーです。 

加藤哲男会長から皆さんに南瓜を頂きまし
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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 
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◆7月28日(火) 坐禅例会(円福寺：小泉真悟会員宅) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

◆10月4日(土) 補助金事業(児童養護施設いわつき支援：東武動物公園見学) 

 

 

 

 

 

 

 

◆10月13日(火) 北 清治パストガバナー卓話 

 

 

 

 

 

 

 
 

◆10月27日(火) 中里公造ガバナー公式訪問 

 

 

 

 

 

 

2020～2021年 加藤哲男年度 上半期のあゆみ 


