
 

  

第33･34例会 2021年6月8日発行 

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33例会 4月27日(火)1921号 
会 場 市民会館いわつき301･４01 
点 鐘 12:30 

テーマ クラブ協議会 
 管理運営部門 
担 当 次年度会長・幹事 

本日の例会 
第1922例会 5月11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」 

 
 

 4月 25日から3度目の緊急事態宣言が東京、大阪、

兵庫、京都の 4都道府県に限定して発出されました。

又、埼玉県における重点措置区域は、さいたま市、

川口市以外にも川越、越谷、所沢など範囲を広げて

15 市町村に適用されます。岩槻区でも、食品工場で

クラスターが発生しました。いづれにせよ、政府の

言う連休明けまでの 17 日間の緊急対策の内容では、効果は無く経済的な配

慮もありません。確かにコロナ疲れであり、はけ口もありませんが、ひとり

一人の自覚と責任のある行動が待たれます。今後は、各クラブでの完全休会

もハイブリッド化すると思いますが、その分リアルな行動は制限されます。

とりあえず不要不急の外出を控えて、「マスク・消毒・検温」の励行に努め

ましょう。本日は、奥津会長年度のクラブ合同委員会です。管理運営・会員増

強・公共イメージの各グループに分かれて委員会を開催しますが、重点課題に

関しては引き続き改めて小委員会での決議も可能ではないでしょうか。 

時節柄寒暖の差が厳しく感じられます。ご自愛ください。  以上 

 

 
 

1. 地区米山記念奨学部門委員長より  

 ①米山奨学生の入学式の案内が届きました。 

 ・日時 5月29日(土) 11時15分 登録開始 

 ・場所 ソニックシティ 小ホール 

  ②米山学友会主催の 日帰り研修旅行の案内が

届きました。 

  ・日時 6月5日(土) 午前7時 集合 7時半 出発 

  ・場所 米山梅吉記念館など 奨学生 5,000円（クラブ負担） 

  ロータリアン  10,000円 

2. 第4グループ小暮ガバナー補佐より、グループ内の事務局研修会・懇親

会の案内が届きました。 

 ・日時 5月28日(金)PM6:00～   

 ・場所 オノオノ春日部店 会費 無料 

3. 加藤哲男会長に日本事務局より、ポールハリスフェローの表彰状と

バッチが届きました。 

4. 第3・第4グループＩＭ実行長よりパンフレットが届きました。 

5. 第4グループ内各クラブより5月の例会案内が届きました。 

6. 本日レターケースに ① 週報32例会と  

 ②ＩＭパンフレットが入れてあります。 

 ご確認下さい。 

 

 

 

 

米山記念奨学会より、小泉真悟会員に

カウンセラーの委嘱書が届きました。 

幹事報告 萩原満久幹事 

会長挨拶 加藤哲男会長 

会   場 市民会館いわつき 301 
例会テーマ クラブ協議会② 
担   当 次年度会長・幹事 
 

点   鐘 12:30 
斉   唱 君が代・奉仕の理想 
ご来客紹介 加藤哲男会長 
結婚誕生祝 親睦活動委員会 
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 
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 

５月お誕生日･ご結婚記念の 

皆様おめでとうございます！ 

■ 阿津澤 清会員 ご結婚祝い 

■ 杉田 政男会員 お誕生祝い 

■ 小宮  勇会員   〃 
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◆遠藤光治次年度社会奉仕委員長 

 次年度の地区補助金事業を、

当初10月2日(土)に行う予定でし

たが、地区社会奉仕セミナーが

予定に入っておりますので、10

月23日(土)に行う事にしたいと

思いますが、皆さん宜しいで

しょうか? ご賛同頂き有難うございました。詳細は

追ってご連絡させて頂きます。 

 

◆増渕 明幹事エレクト報告 

前回に少年サッカー監督の関根

さんの方より、ご案内のありまし

たサッカーの試合に私個人的に顔

を出させて頂きました。その時に

花束をご用意して頂いており、頂

いて参りましたので、ご報告させ

て頂きます。(写真を回覧させて

頂きます。) 

 

 
 

◆奥津雅史会長エレクト 

 いよいよ、2021-2022年度の準

備の為の第1回クラブ協議会・合

同委員会が始まります。一年間

自分なりに精一杯頑張りますの

で、皆様のご協力を宜しくお願

い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

加藤 哲男  奥津会長年度スタートおめでとうござい

ます。本日のクラブ合同委員会、宜しく

お願いします。 

萩原 満久  本日は奥津年度のクラブ協議会です。皆

さん、宜しくお願いします。 

奥津 雅史  皆さん、本日のクラブ協議会、宜しくお

願い致します! (^^)/ 

斎藤 公司  奥津年度、いよいよ準備に入りました

ね。皆で協力しましょう。 

阿津澤 清  良い季節ですが、早くコロナが落ち着い

て下さい。 

清水 常三  故)パストガバナー田中徹夫さんの姿が見

えなくて、大変寂しいですね。ご冥福を

お祈り申し上げます。 

菊池 和彦  本日は、クラブ協議会です。いよいよ次

年度の準備スタートですね。 

杉田 政男  クラブ協議会が始まります。宜しくお願

い致します。 

遠藤 光治  奥津年度のスタート準備を宜しくお願い

します。 

橋本かほる  今日は、爽やかですね。皆様にお会い出

来て嬉しいです。 

山崎 和雄  次年度、準備の時期ですね。同時にゴル

フ行きたいですね。 

小宮  勇  昨日と違って今日は気持ち良いです。ク

ラブ協議会頑張ろう! 

丹野 寿明  奥津会長年度のスタートです。頑張って

下さい。 

増渕  明  本日のクラブ協議会、宜しくお願いします。 

中里  仁  田植えの準備中です。 

京野 新悟  クラブ協議会、宜しくお願い致します。 

加藤 和正   飯淵 昭二   小泉 真悟 

 

 IWATSUKI-EAST ROTARY CLUB WEEKLY REPORT 

ニコニコＢＯＸ・出席報告 

ニコニコBOX金額報告  

4/27合計 ２３，０００円 

今年度累計 ８０８，３２０円 

例会日 総数 出席 欠席 Ｍｕ 出席率 

4/27 
免除4名 

26 
(4) 

19 
(1) 4 1 86.36% 

4/6修正 

免除4名 
28 
(4) 

20 
(2) 4 3 95.45% 

出席報告  

本日のテーマ クラブ協議会 管理運営部門  

委員会報告  

写
真
は
管
理
運
営
部
門
ク
ラ
ブ

協
議
会
・合
同
委
員
会
風
景
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 政府は先週、4都府県に発令している緊急事態宣

言を31日まで延長することを決定しました。新た

に、愛知、福岡の両県も12日から追加されます。

又、まん延防止等重点措置については、現在対象

の埼玉、千葉、神奈川、愛媛、沖縄の5県を31日ま

で延長し、北海道、岐阜、三重の3道府県を新たに

追加しました。各都道府県での感染拡大が止まりません。今週は、奥津年

度第2回奉仕プロジェクト部門のクラブ協議会です。例会終了後の第12回

理事会では、年度内の新規提案を含む活動についての討議を行います。引

き続き万全を期してコロナに打ち勝ちましょう。ご自愛ください。  以上 

 

 
 

1. 第4グループ小暮ガバナー補佐より、「ポリオ撲

滅チャリティゴルフコンペ会長賞協賛のお願

い」が届きました。 

2. 同じく第4グループ小暮ガバナー補佐より、「ポ

リオ撲滅チャリティゴルフコンペ」の案内が届

きました。 

 ・日程 6月11日(金)  ・場所 プレステージカントリークラブ  

 ・登録料 1名 5,000円  申込み締切 5/20迄 

3. 加藤哲男会長に日本事務局財団室より「ポールハリスフェローの賞状

とバッチ」が届きました。 

4. 5月のロータリーレートが1弗109円の案内が国際ロータリーより届きま

した。  

会長挨拶 加藤哲男会長 

幹事報告 萩原満久幹事 

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34例会 5月11日(火)1922号 
会 場 市民会館いわつき301･４01 
点 鐘 12:30 

テーマ クラブ協議会 
 奉仕プロジェクト部門 
担 当 次年度会長・幹事 

本日の例会 
第1923例会 5月17日(月) 

- 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 パレスホテル大宮 
例会テーマ 第3・第4グループ 
 インターシティミーティング 
担   当 会長・幹事 
点   鐘 16：00 

次回例会案内 
第1924例会 5月25日(火) 

岩槻史跡巡り 

ハイキング例会 

例会 寿々家 

 

 

◆遠藤光治会報・広報委員会 

 ロータリーの友44ページに、

国際大会がバーチャル方式でや

るそうです。6/1１に行うとの事

が記されています。 

 
 

◆京野新悟親睦委員長 

5/25日(火)のAM10/30に、岩槻

駅前交番前に集合して、岩槻の

名所巡りを行います。詳細と出

欠は後日、事務局の方からFAX入

れさせて頂きます。大勢の参加

を宜しくお願い致します。  

委員会報告  

 

◆橋本かほるロータリー財団学友委員長 

 皆さんこんにちは！ 何時もご

寄付にご協力を頂きまして、感謝

申し上げます。今日現在米山は寄

付額を達成致しました。ご協力有

難うございます。ロータリー財団

があと少しで100％となります。

今のレートが1弗109円ですので、200ドルで21800円と

なります。ポリオの方は間もなく満額になります。ど

うぞ宜しくお願い致します。 

 

 

 

米山奨学生レ・ティ・フンさ

んに5月分の奨学金を授

与致しました。 
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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  奥津年度、職業奉仕プロジェクト部門の

討議、宜しくお願いします。 

萩原 満久  本日は奥津年度の第2回目のクラブ協議会

です。皆さん宜しくお願いします。 

斎藤 公司  ワクチン接種の日時が決まりました。 

小宮  勇  5月の気候の良い日ですが、未だコロナに

泣かされています。78歳になってしまい

ました。 

飛田美佐子  リモートで参加するより、例会で皆様に

会えるのが嬉しいです。 

末次 哲朗  誕生祝い有難うございました。四国産の

オレンジ、美味しかったです。 

菊池 和彦  一日も早いワクチン接種が必須ですね!! 

阿津澤 清  ワクチンを早く受けたいと思いますが ! 

増渕  明  本日もクラブ協議会、宜しくお願いしま

す。 

( 同趣旨 )  京野 新悟   遠藤 光治  

       橋本かほる 

飯淵 昭二  先週、久々に乗馬してきました。 

加藤 和正   山崎 和雄   小泉 真悟 

藤田 恵子   中里  仁   山形 照之 

奥津 雅史   丹野 寿明 

 

 IWATSUKI-EAST ROTARY CLUB WEEKLY REPORT 

例会日 総数 出席 欠席 Ｍｕ 出席率 

5/11 
免除4名 

26 
(4) 

21 
(1) 2 0 90.90% 

4/20修正 

免除4名 
28 
(4) 

19 
(1) 4 1 86.36% 

出席報告  

ニコニコBOX金額報告  

5/11合計 ３１，０００円 

今年度累計 ８３９，３２０円 

ニコニコＢＯＸ・出席報告 

 
 

■ 阿津澤 清会員 ご結婚記念 

■ 杉田 政男会員 お誕生祝い 

■ 小宮  勇会員   〃 

５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。

結婚祝いは「サクランボ」をご自宅へお送り致します‥。 

加藤哲男会長に国際ロータ

リー日本事務局より、ポール

ハリスフェローの感謝状と

バッチが届きました。菊池

和彦財団・米山委員会担当

理事より、授与されました。 

ご協力有難うございました。 


