
 

  

 

 

新型コロナウィルスによる全国の累計死者数

が７,000 人を超えました。内、4割が 1都 3 県に

集中しています。と言われてもピンときません

が、全国での死者数が一週間で 1,000 人の増加は

多いと思います。感染者は昨日の 15 日で、全国で

新たに 965 人が確認されたそうですが、こちらの状況もよく解りません。 

6 月までの地区の日程表が出ました。2月 8日の第 7回部門委員長会議に

続き、22 日には第 4 回諮問委員会そして、3 月は 4 日に次年度地区チ-ム研

修セミナー、21 日は米山記念奨学生修了式。4 月は、次年度地区研修協議会、

10 日〜 11 日はオンラインによるＲＹＬＡ研修、6 月は、１日に最終諮問委

員会、12 日〜 16 日はロータリーバ-チャル国際大会となります。 

ワクチン接種については、2月17日以降に優先順位を踏まえて実施予定だ

そうですが、まずは医療従事者で65歳以上其の他の人は、順調にいけば4

月1日以降になる様です。とりあえず、マスク・消毒・三密回避で自己防

衛しましょう。本日は、第4回目のオンライン例会で、奥津職業奉仕委員

長による卓話です。コロナ禍での下半期4ヶ月半余り、リアルでの例会が

望まれます。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」  

今週も気温差があります、ご自愛ください。   以上 

 

 
 

1. 第4G小暮昭弘がバナー補佐より、「第6回会

長・幹事会中止」の案内が届きました。 

又、がバナー補佐会議の報告が届きました。

主なものは、 

① 緊急事態宣言の為、公式訪問が行えないク
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〇 米山寄付額ゼロクラブ…5クラブ 

〇 財団寄付額ゼロクラブ…7クラブ クラブ名は控

えます。 

〇 地区事務所で「体温発熱検知機」を注文しまし

た。(西武ドームで使用しているものと同機種の

ハイスペック品) 納期は3月上旬 ＩＭなどで使

用ください。 
 

 その他；第3・第4グループ チャリティーゴルフ大

会は6月11日(金)に決定。 

2. 米山記念奨学会より「ハイライトよねやま 251

号」が届きました。後日、週報などと一緒に郵送

いたします。 

 

 
 

◆遠藤光治公共イメージ委員会担当理事 

 岩槻東ロータリークラブの

ホームページをご覧になって

おりますでしょうか? 我がク

ラブのホームページには、過

去の歴史や今までクラブで

行った行事・週報なども細かく掲載されておりますの

で、是非見て頂きたいと思います。見方としては

YahooもしくはGoogleで、岩槻東ロータリークラブで

検索すればすぐ出ますので、見て下さい。宜しくお願

い致します。 

 

◆飯淵昭二ＩＭ実行委員 

 第４Ｇガバナー補佐小暮昭

弘様より、連絡があり４月に

予定していた「ＩＭゴルフ大

会」が６月11日(金)に変更に

なりましたので、お知らせ致します。 

 

◆増渕 明幹事エレクト 

 次年度(奥津雅史年度)の組

織表を事務局より、配信させ

て頂きましたので、組織表に

則って次年度も引続き、宜し

くお願い致します。 

 

 
 

◆奥津雅史職業奉仕委員長 

 今年度(中里ガバナー年

度)、地区職業奉仕委員を仰

せつかりました奥津雅史と

申します。菊池和彦職業奉

仕部門委員長の下、ご指導

頂きました。 

 皆さんは、ロータリークラブ入会後に自分が変わっ

たと思いますか…? どんな方をロータリアンと云うの

でしょうか…?それは、 奉仕を実践している人、又、

委員会報告  

 IWATSUKI-EAST ROTARY CLUB WEEKLY REPORT 

本日のテーマ 職業奉仕委員長卓話  

ラブが16クラブあり、その内、春日部南RCは辞退の申し出がありま

した。 

② 今年の台北国際大会をバーチャル行事として開催する事となりまし

た。 

③ 2021年1月のRI理事会は、緊急事態宣言が解除される迄、リアルで

の開催を控える事。例会はオンライン例会を活用する事。もしくは

休会とする。 

 理事会や各委員会もオンラインを活用する。オンライン例会がまだ導

入されていないクラブは速やかに検討する事。以上4点を推奨する。 
 

地区幹事より；会員数2020年7/1日 2,415人➠ 2021年1/1日 2,438

人 23人増 

〇 各クラブへ「ロータリー賞にチャレンジの推進」 

 

 

 
 

■ 田中 徹夫会員 ご結婚祝い 

■ 加藤 和正会員   〃 

■ 萩原 満久会員   〃 

■ 西村寿美子事務局   〃 

■ 田中 徹夫会員 お誕生祝い 

■ 阿津澤 清会員   〃 

■ 萩原 満久会員   〃 

 

 
 

 

 

３月お誕生日･ご結婚記念の 

皆様おめでとうございます！ 
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 利他の心を以って社会に奉仕する人、と云う様に他人

を思いやり、人に尽くす事を求められています。 

 創始者はポール ハリスさん、今から116年前の1905

年2月23日にアメリカ・シカゴに於いて、他の3人と共

にロータリークラブ(ＲＣ)を創設致しました。 

 ポールハリスは虚しく寂しい日々を送っておりまし

た。この様な時代だからこそ仲間が欲しかった為、

ロータリーを立ち上げ、会合は各メンバーの職場で

行っていました。正式名の決定までは、”Booster”

(相互応援)クラブと自称、やがて例会でのロータリー

ソングの慣習が始まり、この年の終わり頃、クラブ会

員は30名を数えた。初回はシルベスター氏の事務所で

例会が開かれました。1906年 ◎綱領で「会員間の親

交と、会員相互の職業上の利益を計り、シカゴ市の振

興を目的とする」を掲げるクラブ徽章として、車輪の

マークを採用する。 

1907年最初にシカゴＲＣは、市役所に公衆トイレを  

寄附しました。(これが社会奉仕の最初) 

1908年サンフランシスコに第2番目のＲＣの誕生。 

1909年オークランドで第3番目のＲＣが誕生。(定例

週例会開催最初のクラブ) 

1910年最初のロータリー大会をシカゴで開催。 

「超我の奉仕」と「最も多く奉仕する者 最も多く報

われる」が2つのターゲットとなっております。ここ

で「ロータリーの目的」「四つのテスト」についての

お話がありました。 

最後に「３方良し」について、近江商人の「売り手良

し・買い手良し・世間良し」のお話がございました。

(紙面の関係により一部割愛させて頂きました。) 

 

 

◆菊池和彦地区職業奉仕部門委員長 

 奥津雅史委員長、卓話お疲

れ様でございました。他の組

織でも活躍されており、何処

に出しても恥ずかしくない活

動が解り易い卓話でした。有

難うございました。 
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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 
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関根隆光会員が、去る2月2日に肺癌の為、療養中

のところ、ご逝去なされました。2月17日(通夜)18
日(告別式) が行われました。ご冥福をお祈り申し

上げます。 
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 先ずは、2 月 2 日にご逝去されたＰ会長 関根隆

光会員のご冥福をお祈りして、今一度黙祷を捧げ

ます。 黙祷・・・。 

 早くも、3 月の年度末です。先日、確定申告を済

ませました。青色申告のほうがメリットがありま

すが、あえて白色です。 事業は農業所得を従とする第２種兼業農家ですが、

幸いなことに、ほかの所得による可処分所得で何とか生計を維持していま

す。しかしながら、コロナ禍の影響が予想以上に深刻で同業者の皆さん共々

本業が大きくダメージを受けています。取引先である町の飲食店では来客

数が目に見えて減り、時短が追い打ちかけています。出来るだけ早い宣言解

除の一声が待たれますが・・。 今月は、4日に地区出向者のチ-ム研修セミ

ナーが zoom で、21 日には米山記念奨学生の修了式の予定です。 

 本日の例会テ-マは、会員増強委員会担当によるクラブフォ-ラムですが

特に内容についはこだわりません。 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」  

ワクチン接種が予定より遅れています。 いつも通り自己防衛に努めましょ

う。   以上 

 

 

 

1. 地区より次年度地区委員(以下の会員)に松本

輝夫ガバナーの委嘱書が届きました。 

 田中徹夫パストガバナーに諮問委員、飯淵昭

二直前会長に会員増強維持委員、加藤哲男会

長に職業奉仕委員、藤田恵子親睦副委員長に

地区補助金運営委員の夫々委嘱書が届きました。次回例会場でお渡し

加藤 哲男年度(2020～2021) 

岩槻東ロータリークラブ週報    国際ロータリー第2770地区  
第4グループ 
国際ロータリー第2770地区  
第4グループ 
国際ロータリー第2770地区  
第4グループ 
国際ロータリー第2770地区  
第4グループ 
国際ロータリー第2770地区  
第4グループ 

第27例会 3月2日(火)1915号 
会 場 飯淵直前会長オフィス
 オンライン例会 

点 鐘 12:30 
テーマ クラブフォーラム 
担 当  

会   場 オンライン例会 
例会テーマ 会員リレー卓話 
担   当 米山奨学 

次回例会案内 
第1917例会 3月23日(火) 

本日の例会 
第1916例会 3月9日(火) 

- 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」 

会   場 オンライン例会 
例会テーマ 会員リレー卓話 
 

点   鐘 12:30 
ご来客紹介 加藤哲男会長 
会 長 挨 拶 加藤哲男会長 
幹 事 報 告 萩原満久幹事 
お客様挨拶 
委員会報告 
スマイル報告 例会委員会 
例会テーマ 上記掲載 
担   当 プログラム・例会 
出 席 報 告 出席奨励委員会 
次回例会案内 増渕 明例会委員長 

会長挨拶 加藤哲男会長 

幹事報告 萩原満久幹事 
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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 

    

いたします。 

2. 国際ロータリー日本事務局より、橋本かほる会員

に「ポールハリスフェローの表彰状とバッチが届

きました。同じく定例会でお渡しいたします。 

3. 地区ロータリー財団学友会長 服部 純一さんよ

り、「学友会誌かわら版 第10号」が届きまし

た。内容に、我がクラブから2004年財団奨学生と

してアメリカ合衆国コーネル大学へ派遣した中根

誠人(なかね まさと)君が、その後も勉学を続

け、応用経済学の博士号を取得し、幾つかの国際

機関を経て、今はアジア開発銀行マニラ本部で活

躍しており、モルジブで新型コロナの影響を受け

ている為、支援活動を行っている…と云う記事が

掲載されています。興味のある方は冊子が1部のみ

ですので、事務局へ申し出て下さい。 

4. 岩槻商業高校から、新型コロナ感染対策の為、卒

業証書授与式に来賓を呼ばないとの事です。 

5. ロータリーの友誌 3月号とガバナー月信 2月号

が届きました。後日配布致します。 

6. 国際ロータリーより、3月のロータリーレートが1

弗106円とお知らせが参りました。 

7. 本日、リモート例会終了後、加藤哲男年度の第10

回オンライン理事会を引き続き行います。 

 

 

 

※ この後、クラブフォーラムが行われまし

た。原稿については、割愛させて頂きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IWATSUKI-EAST ROTARY CLUB WEEKLY REPORT 

例会日 総数 出席 欠席 Ｍｕ 出席率 

3/2 
免除4名 

27 
(4) 

19 
(4) 4 0 82.60% 

2/9修正 

免除5名 
27 
(4) 

19 
(1) 5 1 78.26% 

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 

 
 

■ 田中 徹夫会員 ご結婚記念 

■ 加藤 和正会員   〃 

■ 萩原 満久会員   〃 

■ 西村寿美子事務局   〃 

■ 田中 徹夫会員 お誕生祝い 

■ 阿津澤 清会員   〃 

■ 萩原 満久会員   〃 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３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「デコポン」をご自宅へお送り致しました‥。 

本日のテーマ クラブフォーラム 


