
 

  

 

 

新型コロナウィルス対策で 10 都府県に発令中

の緊急事態宣言について、3 月 7 日まで延長され

ました。但し、愛知・岐阜・福岡など一部地区に

ついては来週中にも解除する方向の様ですが、依

然として医療体制のひっ迫による入院の受け入

れ拒否で死亡される方が多くいます。報道では感染者の数が急激に減って

いますが、埼玉では新たな集団クラスターが発生しました。感染したらどう

なるのか、他人事ではありません。いまや国民の大半が、経済と感染の二重

苦の恐怖を実感している筈です。早期のワクチン接種と、再度の一律給付金

10 万円以上が急務だと思いますが、野党議員の方々は今こそ真剣に頑張っ

て、寝ている場合ではありません。 

本日は、第 3回目の ZOOM 例会となりますが、奥津雅史会長年度の役員・

理事の方々に挨拶を頂きます。尚、第 4グループの近況は先月同様で、岩槻

東と大宮西の ZOOM での例会のみです。 

最後にクラブスロ-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」  
 

今週は気温差があります。どうぞご自愛ください。   以上 

 

 
 

1. 第4G各クラブより、２月の例会案内が届きました。大宮西ロータリー

クラブは３回の例会をオンライン例会とし、その他は休会です。岩槻

ロータリークラブは2/18(木)のみクラブフォーラムで、Ｚｏｏｍ同時配
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 信で、その他は休会で

す。大宮北、大宮東、大

宮北東の各クラブ共、休

会の案内が届いておりま

す。 

2. 米山奨学生のジャム・ヤン君から電話があり、博

士課程の試験は不合格となり、この後は東京外語

大学の研究生になるとの事でした。従って引き続

きの「米山奨学金」を受ける事が不可能となりま

した。理由は、 

 ①継続して大学院の博士課程では無くなった事 

 ②一旦米山奨学生が今年の３月で切れる場合、再

度米山奨学金を受ける事が出来ない決まりになっ

ている為。 この事は本人(ジャム君)も納得致し

ました。 

3. 2021-2022年度 国際ロータリーのテーマが発表さ

れました。 「奉仕しよう みんなの人生を豊かに

するために」であります。 

4. 本日、リモート例会終了後、加藤哲男年度の臨時

理事会を引き続き行います。 

 

 

 

◆次年度奥津雅史会長 

 次年度会長を拝命致しま

した奥津雅史です。宜しくお

願い致します。早速ですが、

次年度の組織表についてご

説明させて頂きたいと思い

ます。先ずＳＡＡに遠藤光治さん、副会長に菊池和彦さ

んと山崎和雄さんとベテランの方に入って頂きまし

た。又、理事の職には、若い方に入って頂き、その下の

委員長にベテランの会員さんに入って頂きました。そ

して、何かとサポートして頂ければ…と思います。 

クラブの運営の方法やお金の使い方等については、各

理事の方には意見を言える権利を得たのだ…と言う事

で、しっかりやって頂きたいと思っています。クラブの

テーマですが、「本質に於いて一致 行動に於いて自

由、全てに於いて信頼」以上、一年間、育てて頂きたい

と思います。 

 

◆増渕 明次年度幹事 

 次年度幹事を仰せつかっております増渕 明と申し

ます。入会 3 年ちょっとで、まだまだ不安な部分もあり

ますが、奥津会長をサポートして、楽しくやって行きた

いと思っておりますので、皆様ご協力を宜しくお願い

致します。皆様にお願いした

いのは、もし間違った事があ

れば、それは間違っている

よ…等とお声を掛けていた

だければと思います。 以上

です。 

 

◆遠藤光治会場監督（ＳＡＡ）  

 今はコロナ禍でロータ

リー活動もZOOM例会で会員

同士が会う機会が無くなり

コミュニケーションが取れ

ないので親睦も薄れる様で

有ります、 

 しかし、コロナ禍も解決に向かっているようで有り

ますのでそれを期待して時を待つようにしましょう。 

 例会場での例会が始まりましたら例会の雰囲気作りに

専念して緊張感のある例会にしていきたいと思います。 

 そしてロータリーを皆さんと楽しもうでは有りませ

んか、皆さん宜しくお願い致します。 

 

◆加藤哲男直前会長 挨拶 

  現在、コロナ禍により地区

との十分なコミュニケー

ションが取れていない状況

が続いています。地区への出

向は、菊池職業部門委員長は

じめ会員増強・職業奉仕・ロータリー財団部門と、5名

の会員が岩槻東を支えています。2021-22 年、奥津雅史

会長年度において私は職業奉仕委員会委員としてクラ

ブとの一翼を担います。今後、岩槻東が直面する会員増

強に関しては、必ず結果が出るようにチームワークで

頑張りたいと思います。そして、奥津雅史会長年度が全

員健康で楽しく実りのあるクラブである様に全面的に

バックアップします。    以上 

                            

◆丹野寿明次年度会計 

 次年度会計を仰せつかっ

た丹野寿明です。会計は初

めての役職ですが、西村さ

んの指導を頂きながら粛々

とやって行きますので、出

席する事が重要かな…と

思っていますので、宜しくお願い致します。 
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 ◆菊池和彦副会長  

 皆さん、こんにちは。 

次年度の奥津会長年度に副

会長を拝命致しました菊池

でございます。 

本来副会長の役割は、会長

を補佐し会長不在の時は会長の任務を代行する事と定

められています。特に職責を与えられていませんの

で、各理事の皆様を尊重し越権する事の無い様に務め

たいと思います。そして当クラブの永続的な発展の為

に微力ながらサポートして参ります。 

先程萩原幹事より報告がありましたが、次年度のＲＩ

テーマは「奉仕しよう みんなの人生を豊かにする

ために」です。 

皆さん、豊かな人生を目指してこれからもロータリー

を楽しみましょう。宜しくお願い致します。 

 

◆山崎和雄副会長  

 奥津雅史年度、副会長と

云う事ですが、内のクラブ

は、ちゃんとした形で何も

無く、今までもここまで来

られていますが、奉仕部門

の方で何かあればお手伝いさせて頂きたいと思います

ので、一年間宜しくお願い致します。 

  

◆京野新悟クラブ管理運営委員会担当理事 

 皆様、こんにちは。1時から

会議が有りますので、先にや

らせて頂きます。来年度は、

新しい役割ですが、一生懸命

やらせて頂きます。管理運営

部門については、大分わかっては来ていますが、阿津澤

さんに指導頂いて、やって行きたいと思います。又、オ

ンラインの例会についても何方でも、簡単に参加でき

る様、日々コミュニケーションが出来る様に、やって行

きたいと思います。副幹事は全体をサポートしていく

つもりです。今後共宜しくお願い致します。 

 

◆飯淵昭二会員増強委員会担当理事 

 委員会の委員長をやって

いましたけれど、コロナ禍の

例会をＺＯＯＭで行ってお

りますが、もうそろそろリア

ルな例会や委員会が開催出

来るのではないかと思いますので、早くその様な状況

になれば、積極的な皆様方のご参加をお願いし、新しい

会員さんも増やして皆で楽しい例会や委員会が出来る

と思いますので、期待したいと思います。 

 

◆萩原満久公共イメージ委員会担当理事 

 次年度公共イメージ委員

会担当理事を拝命致しまし

た萩原です。岩槻祭りに関し

ても今年も行えるのかどう

かはっきりしませんので、会

員皆さんと一緒になって出来るだけ外に向けて岩槻東

ロータリークラブの事を発信していきたいと思います

ので、宜しくお願い致します。 

 

 

◆飛田美佐子奉仕プロジェクト委員会理事 

 皆様こんにちは。皆さん

の顔が見えて嬉しいです。

奉仕プロジェクトの内容は

殆ど解っていないとんでも

ない理事ですが、岩槻東

ロータリークラブを盛り上げていきたいし、ロータ

リーの様子を発信していきたいと思っています。これ

からもどうぞ宜しくお願い致します。 

 

◆小泉真悟青少年奉仕委員会理事 

皆様、こんにちは、次年

度奉仕プロジェクト委員会

担当理事を奥津雅史会長エ

レクトより、仰せつかりま

した小泉でございます。未

だ未熟者の身ではございますが、そして暮れには仕事

が立て込んでおりまして、余り出席出来なくて、申し

訳ございませんでした。今後は、役を新しく受けさせ

ていただき、関根老師の意思を継いで、積極的に参加

させて頂きたいと思います。皆様、どうぞ宜しくお願

い致します。 

 

◆橋本かほるロータリー財団･米山委員会担当理事 

 ロータリー財団・米山奨

学制度を担当させて頂きま

す橋本かほるでございま

す。3回目になります。もっ

ぱらご寄付のお願いをさせ
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 2020～’21年度 岩槻東ロータリークラブ 
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クラブ事務局   Tel 048-757-9786  Fax 048-756-5539 会報委員長 遠藤 光治 
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て頂いて心苦しい所ではございます。岩槻東ロータ

リークラブは、常に100％を達成しております。た

だ、コロナ禍で例会場に出席が困難な為、お会いして

手渡しで、ご寄付をお預かりする事が出来ません。今

後は、直接お声かけする他、お電話をさせて頂くこと

もあるかと思います。宜しくお願い致します。また、

お預かり方法も検討が必要と思っております。 
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例会日 総数 出席 欠席 Ｍｕ 出席率 

2/9 
免除4名 

27 
(4) 

22 
(4) 1 0 95.45% 

1/26修正 

免除5名 
28 
(5) 

21 
(4) 3 1 87.50% 

出席報告  

ニコニコBOX金額報告  

2/9合計 ０円 

今年度累計 ６７８，７４０円 

ニコニコＢＯＸ・出席報告 

リモート例会参加者 

 

世界社会奉仕プロジェクト交換 

(WCS project Exchange)  

ＲＩには、ＷＣＳプロジェクトが登録されている。 

1）援助を求めるクラブは、その詳細をプロジェク

ト交換資料書式に記入、ガバナーとＷＣＳ委員

長を経て世界本部に送る。これはＷＣＳプロ

ジェクト交換一覧表として年2回、各地区に送

られる。 

2）援助したいクラブは、援助の種類や希望地域を

記入したプロジェクト交換情報要請書式を世界

本部に提出すれば、いくつかの的確なプロジェ

クト情報が送られてくる。情報要請はプロジェ

クト引き受けの義務にはならない。 


