
 

  

 
 

2020 年上期、我がクラブは非常に厳しい

コロナ禍の中でもリアル例会にこだわりま

した。しかし、昨日の報道によると全国での

感染者が 20 万人を超えました。小池百合子

知事は、緊急会見で第 4段階レッドゾ-ンの

現況では暗にスティホ-ムしか無いと言っ

ています。さらに英国では日本の比ではな

く、用意しているワクチンが新種で変異性の有るコロナに対抗できない

のでは？と新たな不安が広がりつつあります。ウィルスの変異が人間の

細胞内の浸透力を強くする可能性があり、新たな変異種の出現が心配だ

としています。ただし多くの人々にワクチンを接種して感染者数を抑え

れば、ウィルスが大幅に変異する可能性も最小限になる訳で、もし突然

変異が起きていたとすれば、それに合わせてワクチンを微調整する必要

があります。既に接種が始まったファイザ-やモデルナのワクチンは、従

来のワクチンよりも微調整が容易とのことです。 

過日の忘年例会、ご参加の皆様には細心の注意を払って頂き無事に楽

しく開催出来ましたことに感謝します。「マスク・消毒・検温」の励行、

家庭内においても、小まめなマスクの着用、マスクはワクチンです。 

本日は上期最後の例会となります。各理事の方々より「上期報告」を

頂きます。 

最後に、いつも通り、クラブスロ-ガンを、  

“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」   

次回は、久伊豆神社に於いて新年例会です。 会員の皆様ご自愛くだ

さい。    以上 

                                                 

 
 

1. 地区より、藤田恵子会員に「RLIパートⅠ

の修了証」が届きました。 

2. 地区より「2021-2022年度青少年交換事業

について」の案内が届きました。 

  現在のところ５月末まで新型コロナの感

染状況を見てから、行うか否かを検討す

る。 

3. 地区より年末年始の休暇は12/26(土)～2021年１月４日(月) まで、緊

急の場合は地区幹事の木戸 良樹氏に連絡下さい。携帯090-3803-8870 

4. 国際ロータリー日本事務局より年末年始の休暇は12/29-来年1/3(日)ま

でとお知らせが届きました。 
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 5. 第4グループ小暮昭弘ガバナー補佐より2020-2021年

度 第3・第4グループ合同のIMを来年5月17日～5月

31日の間に行う方向で検討しているとの事です。 

6. 我がクラブの新年例会は1月12日(火) 久伊豆神社

にてPM1:00より、祈祷が始まります。15分前に集

合して下さい。祈祷の後、直会の会場にて、例会を

行い、食事は「うな重」をお持ち帰り頂きます。 

7. 年末年始の間に急な事が有りましたら、萩原満久

幹事携帯 090-3409-4453 又は、西村事務局携帯 

090-8493-0913にご連絡下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆京野新悟親睦活動委員長 

先日は、クリスマス忘年

例会お世話になりました。

楽しんで頂けたと思いま

す。有難うございました。

続いて、1月12日の新年例会

ですが、午後1時から祈祷を

して頂き、例会を15分程度

行い、食事はお持ち帰りとなります。 

 
 

◆阿津澤清管理運営委員会担当理事 

 この間の忘年例会では、

素晴らしい会場でした。加

藤哲男会長の思い入れが

入った素晴らしい例会だっ

たと思います。何事も無く

良かったと思います。担当

の増渕 明会員、京野委員

長さん達が一生懸命やって頂いてくれてスムーズに行

われていると思います。 

 結婚祝いには、メロンや青森のリンゴを送らせて頂

きました。橋本 昇さんの所で「いちご」が出来る様

になれば「いちご」も使わせて頂きたいと思います。

出席率も非常に良いクラブですので、これからもよろ

しくお願いします。 

 

◆飯淵昭二増強・退会防止委員長 

(本日、飛田美佐子理事が所用の為、欠席されており

ますので、飯淵昭二委員長に代理で発表して頂きたい

と思います。) 
 

 今日は、理事の報告会な

のでわたしの出番は無いと

安心しておりました。代り

にやらせ頂きます。今ま

で、何人か会に来てくれた

方がおりましたが、入会に

繋がらなかったので、残念

ですが…。ワイン会もやろうかとも思ったりしました

が、これも万が一クラスターにでもなったら大変だ…

と、やめております。地区でも同じような事を言って

おります。 

私は最初の1-2年は皆さん方の背中を見ながら後ろか

ら只付いていくだけでした。会長をやらせて頂いて大

分勉強になりました。今はコロナの関係で委員会も開

催する事が出来なくて前に進められない状態です。ま

とまりませんが、下期の報告は飛田さんにお願いした

いと思います。 

 

◆遠藤光治公共イメージ委員会担当理事  

 本年度の委員会の基本方針として掲げました「地域

社会に於いてロータリーの魅力をロータリアン同士が

共有して活動して美しい協力の輪を作り活力ある扉を

開けるような情報発信を行えるようにしたい」と思い

ましたが、コロナの関係で思うような活動が出来ませ

委員会報告  

 IWATSUKI-EAST ROTARY CLUB WEEKLY REPORT 

本日のテーマ 上期理事報告 

藤田恵子会員に地区より「RLIパート1」の終了

証」が届きました。おめでとうございます。尚

RLIはパートⅡ・パートⅢ迄受講出来ます。 

加藤哲男年度、上期最後の出席報告の斎藤

公司会員とスマイル報告の丹野寿明会員、上

半期が無事に終了出来ました。 
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 んでしたが10月7日に、奉仕

プロジェクト委員会の事業

で昨年作成したロゴ入りオ

リジナルベストを着てイベ

ントに参加してロータリー

のＰＲをすることが出来ま

した。 

 会報・広報委員会では週報の発行では事務局の協力

によって充実した週報が出来ています。 

 ポリオ撲滅はアフリカ地区でポリオウイルスの根絶

が確認されましたので、残りはアフガニスタンとパキ

スタンの２ケ国となりました。ポリオも次第に少なく

なってきております。 

最後にコロナの影響で思うような活動が出来ませんで

した。 

以上が公共イメージ委員会の報告とさせて頂きます。 

 

◆丹野寿明奉仕プロジェクト委員会担当理事 

 奉仕プロジェクトは、本

来やる事は沢山あるはずで

すが、スタートから「岩槻

まつり」が岩槻区の方針に

より、中止になりました。

唯一、10月4日(日)に「養護

施設いわつき」の児童たち

を連れて東武動物公園見学が運よく無事に開催する事

が出来て、良かったと思います。当日は昨年作ったお

そろいのベストを着て、とても目立ってＰＲになった

かと思います。良かったです。 

他に所属の委員会では、国際奉仕と職業奉仕委員会

もありますが、この様な状況でいずれもクラブとして

は、何も行う事が出来ませんでした。次年度の奥津雅

史年度に先送りしたいと思っています。 

地区の方では、我がクラブの菊池和彦職業奉仕部門委

員長が「夜話会」を開催して頂き、多くの会員がクラ

ブからも参加して頂きました。そして最後になります

が、地区補助金事業を活用した児童養護施設への奉仕

活動が今年度丁度10年を迎え、埼玉県の大野元裕知事

からの表彰を受ける事が出来ました。今年がたまたま

10年目になり、その積み重ねに対して表彰されたもの

と受け止めております。とても名誉な事と思います。 

 

◆小宮 勇青少年奉仕担当理事 

 青少年奉仕委員会と致しましては、9月に予定が

入っておりましたが、コロナの感染が非常に大きく

て、加藤和正委員長の方か

らコロナの為、無理だと言

う事で委員会でも、いろい

ろ揉んでいますが、青少年

にサッカーボールを寄附し

たらどうか? など検討中で

す。出来れば5月頃にでも出

来れば良いかと思います。青少年交換は現在は行って

おりません。又、インターアクトも顧問の先生の都合

が付かない為、これも現在は中止しております。ＲＹ

ＬＡについても、検討してみたいと思います。 

 

◆菊池和彦財団・米山委員会担当理事 

 お陰様で、当クラブは平

素から皆様のご協力により

まして、例年はロータリー

財団・米山に付きましても

100％達成して頂いておりま

す。その為、米山の奨学生

もジャム・ヤン君をホスト

する事が出来ております。 

 今年度の寄付の状況はロータリー財団が75％と米山

記念奨学寄付についての寄付金も54％と未だ、100％

にはチョット届いておりません。寄付が未だの方は今

後、ご協力を是非共お願い致します。(この後、ジャ

ム・ヤン君について、小宮 勇米山カウンセラーよ

り、ご報告がございました。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IWATSUKI-EAST ROTARY CLUB WEEKLY REPORT 

増渕 明例会委員長と京野新悟親睦委員長で

す。又、下の写真は中里 仁会計です。何時も

ご苦労様です。 
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加藤 哲男  上期最後の例会となりました。各理事

の方々「上期報告」宜しくお願いしま

す。 

萩原 満久  本日は上期理事の報告となります。理

事の皆様、宜しくお願いします。 

山崎 和雄  岩槻東のゴルフコンペに優勝致しまし

た。有難うございます。 

阿津澤 清  忘年例会、ご苦労様でした。冬至も過

ぎて、年末も元気に乗り越えましょ

う。 

小宮  勇  加藤哲男年度、前期コロナの中、ご苦

労様でした。後期も楽しみましょう! 

杉田 政男  今年1年、お世話になりました。皆様、

有難うございます。感謝です。 

遠藤 光治  今年もお世話になりました。来年も宜

しくお願い致します。 

加藤 和正  杉田政男様、美味しい錦松梅を頂き、

感謝申し上げます。 

菊池 和彦  財団、及び米山への寄付を宜しくお願

い致します。 

斎藤 公司  杉田政男さん、ありがとう。ご馳走様

です。 

丹野 寿明  皆様、良いお年をお迎えください。 

萩原 秀咲  西村さん、写真いつも有難うございま

す。皆様良いお年を! 

中里  仁  令和2年、最後ですね。 

藤田 恵子  今年最後の例会ですね。2020年はコロ

ナ禍で様々な新しい取り組みがなされ

ましたが、2021年は穏やかに楽しい

日々が1日も早く戻りますように!! 

飯淵 昭二   京野 新悟   奥津 雅史 

増渕  明   橋本かほる 

      

 

 

 

 

 

 

例会日 総数 出席 欠席 Ｍｕ 出席率 

12/22 
免除5名 

28 
(5) 

19 
(1) 5 1 82.60% 

12/8修正 

免除5名 
28 
(5) 

21 
(2) 4 1 86.95% 

出席報告  

ニコニコBOX金額報告  

12/22合計 ２５，０００円 

今年度累計 ６４１，７４０円 

ニコニコＢＯＸ・出席報告 

 

人頭分担金( Per Capita Dues )  

各クラブはRIに、そのクラブの名誉会員を除き、

会員一人当たり上期米貨35.5弗、下期米貨34.5弗の

人頭分担金(内年間1弗は規定審議会費)を支払う。人

頭分担金は、毎年7月1日及び1月1日に、当日の会員

数に基づいて分納する。クラブは最低10名分の人頭

分担金を支払う義務がある。10名以下のクラブも10

名分の人頭分担金を支払う義務がある。 

 

加藤哲男年度上期最後の例会風景です。401号室にて 
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