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第22例会 1月12日(火)1910号 
会 場 久伊豆神社 岩槻 
点 鐘 12:30 

テーマ 加藤哲男年度 新年例会 
  
担 当 親睦活動委員会 

 
 

新年明けまして、おめでとうございます。 

本年も宜しくお願い致します。早速ですが、今月 8 日に

新型コロナウィルス感染に対して緊急事態宣言が発出

され、同時に地区より例会に関しての協力要請があり

ました。結論から申しますと、リアルでの接触を控え出

来るなら休会にしてほしいとの内容でした。今回は全

ての人が本当に危機感を共有しました。そこで、我がク

ラブも宣言解除までは休会にすることを提案致しま

す。正式には、本日のクラブ管理運営委員会開催におい

て決定したいと思います。会員の皆様のご協力をお願

い致します。 

くれぐれも、ご自愛下さい。    以上 

 
 

1. 地区より、「地区大会記念講演のDVD」が届きまし

た。事務局にて保管致します。 

2. RI財団管理委員長ゲイリーC.Kホアン氏より「END  

POLIO  NOW 歴史を作るカウントダウン」への支援

に対して感謝状が送られてまいりました。 

3. 地区より2019-2020年度、ベネファクター寄付優秀

クラブ3位の表彰状が届きました。 

 後程、代表で飯淵昭二直前会長に贈呈致します。 

4. 地区より杉田政男会員と斎藤公司会員に85歳以

上、長寿会員の表彰状が届きました。 

 加藤哲男会長より、後ほど贈呈致します。 

5. 地区より「オンラインRLIパートⅡ開催」の案内が

届きました。 

 ・日時 2月20日(土) 9時受付 9時半 開会 17

時閉会です。 

 参加希望者は1月25日までに1名3,000円を添えて事

務局まで申し出て下さい 

6. 地区より「ロータリー財団補助金管理セミナー」

Zoomの案内が届きました。 

 ・日時 2月6日(土) 12時半 開室 開会13時 

終了15時30分です。 

会長挨拶 加藤哲男会長 

幹事報告 萩原満久幹事  
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 IWATSUKI-EAST ROTARY CLUB WEEKLY REPORT 

委員会報告  
■ 橋本  昇会員 ご結婚祝い 

■ 中里  仁会員   〃 

■ 増渕  明会員   〃 

■ 小泉 真悟会員   〃 

 

 

 
 

 

 
 

２月お誕生日･ご結婚記念の 

皆様おめでとうございます！ 

 1月25日までに事務局へ申込み下さい。 

7. 地区より「緊急事態宣言発令」に伴い、例会を休会もしくはZoomにて

の開催にする様要請が参りました。 

 

 
 

◆阿津澤 清管理運営委員会担当理事 

 本日、例会終了後に管理運営委員会をお

こないますので、この場所に残ってくださ

い。(参考までに議題の一部に、IT委員会

について・親睦旅行について・結婚、誕生

祝い品プレゼント方法・その他です。) 

 

写真 上は左から飯淵昭二年度の「財団ベネファクター寄付優秀クラブ賞 3位」 中央は杉田政男会員に「最年長

功労者賞」と右端は斎藤公司会員に同じく「最年長功労者賞」が、直前ガバナー 小林 操様より送られました。 

受賞者の皆様おめでとうございます。 これからも、どうぞ宜しくお願い致します。  (下の写真は直会会場での例会

風景 ) 
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 IWATSUKI-EAST ROTARY CLUB WEEKLY REPORT 

1月12日(火)PM1:00～久伊豆神社にて、新年例

会を開催致しました。新型コロナウイルスの感染

が収まっておらず、政府の緊急事態宣言が発令

されている中での例会なので、会員の検温・消

毒・三密を避けて、先ず神主様の祝詞を挙げて

頂き、その後で直会の場に於いて例会を行いま

した。食事は、寿々家さんの「うな重」をお持ち帰

り頂きました。 

 
 

■ 斉藤 公司会員 ご結婚記念 

■ 奥津 雅史会員   〃 

 

 

 

■ 加藤 哲男会員 お誕生祝い 

■ 西村寿美子事務局   〃 

１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。結婚祝いには「林檎」をご自宅へお送り致しました‥。 

新年例会日のお弁当は寿々家さ

んの「うな重」と「ビール」をお持ち

帰り頂きました。 
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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 

 

 
 

加藤 哲男  新年明けまして、おめでとうございま

す。本年も宜しくお願いします。例会

に出席して、大いに楽しみましょう。 

萩原 満久  明けましておめでとうございます。年

明け早々、コロナの影響で大変です。

皆様も良いお年で有りますように…。 

阿津澤 清  謹賀新年、本年も宜しく。 

斎藤 公司  結婚記念祝い品、ありがとう。 

末次 哲朗  新年おめでとうございます。拝殿内で

の礼拝、格別ですね。本年も宜しくお

願い致します。 

杉田 政男  新年お目出とうございます。加藤年度

後半も宜しくお願い申し上げます。 

遠藤 光治  明けましておめでとうございます。本

年も宜しくお願いします。 

菊池 和彦  おめでとうございます。本年も宜しく

お願い致します。 

山崎 和雄  新年おめでとうございます。今年も宜

しくお願い致します。 

加藤 和正  会員皆様方、本年も宜しくお願い申し

上げます。 

丹野 寿明  明けましておめでとうございます。本

年も宜しくお願い致します。 

小宮  勇  新年明けましておめでとうございます。

コロナ禍ですが、明るくいきたいネ! 

藤田 恵子  明けましておめでとうございます。本

年も宜しくお願い致します。今年1年心

穏やかに、健康で恙なく、皆様が過ご

せます様にご祈念しております。 

奥津 雅史  結婚祝い有難うございます。 

橋本かほる  明けましておめでとうございます。元

気な皆様にお会い出来て、今年も良い

年になりそうです。 

増渕  明  本年も宜しくお願いします。 

京野 新悟  新年明けましておめでとうございま

す。今年も宜しくお願い致します。 

( 同趣旨 )   中里 仁   飯淵 昭二 

飛田美佐子  皆様にとって良い一年となります様

に、本年も宜しくお願いします。 

西村寿美子  新年明けましてお目出とうございま

す。又、誕生祝い有難うございます。 
 

 

 IWATSUKI-EAST ROTARY CLUB WEEKLY REPORT 

例会日 総数 出席 欠席 Ｍｕ 出席率 

1/12 
免除5名 

28 
(5) 

20 
(1) 3 0 86.95% 

12/12修正 

免除5名 
28 
(5) 

28 
(2) 0 0 100.0% 

出席報告  

ニコニコBOX金額報告  

1/12合計 ３７，０００円 

今年度累計 ６７８，７４０円 

ニコニコＢＯＸ・出席報告 


