
 

  

 
 

 2020-21 年度の定例会場における最後

の例会となりました。そして、役員・理事

の方々には大変お世話になりました。スタ

-ト時点での全会員数 29 名は、全員参加で

きる理想的なクラブであると思いました

が、残念ながら年度半ばで 3 名のかけがえ

のないメンバーを失いました。しかし、今

後の岩槻東のクラブ運営において常に見

守ってくれる筈です。 

コロナ禍ではありますが、リアルでの例会も多く開催できました。又、名誉

ある賞もいただき岩槻東の記事も掲載されました。理想を言えば、早期にコ

ロナ禍が解消されて親睦会を楽しめるクラブに戻れればと思います。今年

度も残り僅かですが、すでに奥津会長年度がスタートしています。希望も課

題も多いクラブですが、亡き御三方の志を継承し例会を盛り上げて楽しみ

ましょう。本日の例会では、各理事に一年間の報告をして頂きます。五輪目

前ですが全面解除は微妙です。今まで同様に三密を避けて「マスク・消毒・

検温」の励行で感染者を出さない様に注意を払って頂きたいと思います。ご

自愛ください。      以上 

 

 
 

1. 地区より、「ローターアクトの納会・卒

会式」の案内が届きました。 

 ・日時 6月19日(土) PM19:00~ 21:00   

 ZOOMにて開催  

2. 第4G次年度三枝和男ガバナー補佐より、

次年度第３回会長・幹事会の案内が届き

ました。 

 ・日時 ６月24日(木) PM6:00~   

 ・場所 東晶大飯店 大宮店  

 ・会費 1名5,000円 

3. 同じく三枝ガバナー補佐より、主要行事予定表など提出書類の依頼が

届きました。 

4. ロータリー米山奨学会より、「ハイライトよねやま」が届きました。  

回覧 

5. 本日レターケースに週報37号と次年度の手帳が入れてあります。ご確

認下さい。 

6. 例会終了後、次年度管理運営合同委員会がこの場所にてございます。

関係者は出席下さい。 

 

第38例会 2021年7月6日発行 

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 理事所信･地区委員挨拶 
担   当 会長・幹事 

次回例会案内 
第1929例会 7月13日(火) 

本日の例会 
第1928例会 7月6日(火) 

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38例会 6月15日(火)1926号 
会 場 市民会館いわつき 301 
点 鐘 12:30 

テーマ 各理事一年間の報告 
 
担 当 会長・幹事 

会   場 市民会館いわつき 301 
例会テーマ 奥津年度初例会 
担   当 会長・幹事 
 

点   鐘 12:30 
斉   唱 奉仕の理想 
ご来客紹介 奥津雅史会長 
会 長 挨 拶 奥津雅史会長 
幹 事 報 告 増渕 明幹事 
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 丹野寿明例会委員長 

例会案内 
第1927例会 6月27日(日) 

加藤哲男年度最終例会 

パレスホテル大宮 

- 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」 

幹事報告 萩原満久幹事 
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◆阿津澤 清管理運営委員会担当理事 

 今年は、おびえた1年間で

した。前年度からの新型コ

ロナウイルス感染拡大で大

変でした。オリンピックも

延期になりましたが、今年

も拡大を押さえてオリン

ピックもやるしかないです。ワクチン接種もスピード

アップし少しでも良いイメージで日本をＰＲ出来れば

成功です。 

 今年度は、12月の忘年例会を帝国ホテルにて実行し

ました。完全なる感染拡大予防を整え直行・直帰で行

いました。東京は感染が多かったようでした。 

誕生祝いは会長宅のお米、結婚祝いは産地直送でのフ

ルーツでしたが、如何でしたでしょうか。 

最終例会も楽しくやりたいですね。宜しくお願い致し

ます。 

仕事の方は売上額が15％位落ちています。コロナも自

分が感染してはいけないので、ゴルフも参加出来な

かったですが、今後やりたいと思っています。 

 

◆奥津雅史増強・退会防止副委員長 

 増強・退会防止委員会副

委員長の奥津雅史でござい

ます。飛田理事からは、増

強にコンタクトを取りまし

たが、入会には繋がらな

かった…と、メッセージを

頂いております。私自身も何も出来なかったのです

が、この度、3名の会員がお亡くなりになられたの

で、その分位は入会者を増やしたいなぁ～と思ってお

ります。現在、一人候補者を目を付けておりますの

が、税理士か司法書士の方で、桶川の方ですが、奥様

が岩槻の人なので、ご本人も仕事の関係や友達を作る

意味でも丁度、ロータリーは良い場所だと思いますの

で、声を掛けてみようと思っております。いずれにし

ても現在26名ですので、30名位になると良いと思って

おります。 

 

 ◆遠藤光治公共イメージ委員会担当理事 

今年度もコロナ禍の関係

でイベントの中での公共イ

メージ委員会の活動が制限

されましたが、令和2年10月

4日(日）児童養護施設いわ

つきの子供達を東武動物公

園に連れて行く時に昨年、作成したロゴ入りオリジナ

ルベストを着てイべントに参加してロータリーのＰＲ

を行いました。また、令和3年3月23日には会報・広報

委員会担当の卓話例会で17年前2003年に当クラブがス

ポンサークラブになりロータリー財団奨学生としてア

メリカ合衆国のコーネル大学に行きました中根誠人さ

んがコロナの関係で日本に滞在していることを知り例

会で卓話をお願いしましたら、快く受けて頂きまし

た。卓話ではアジア開発銀行のマニラ本部でシニアエ

コノミストとして勤務している事などとインド洋にあ

るモルジブのオペレーション担当している事を卓話し

て頂きました。 

しかし、今年度RI会長テーマがロータリーは機会の

扉を開くで有りますがコロナ禍で有りますのでロータ

リー活動が停止状態になりましたので静かに自粛して

時を待つしかないことになりました、例会はＺｏｏｍ

例会を１/26日から３/9日までの6回行われましたので

週報作成には、事務局の西村さんには色々と考えて作
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本日のテーマ 理事一年間の報告  

 

 

 
 

■ 飯淵 昭二会員 ご結婚祝い 

■ 京野 新悟会員   〃 

■ 萩原 秀咲会員 お誕生祝い 

■ 丹野 寿明会員   〃 

■ 中里  仁会員   〃 

■ 増渕  明会員   〃 

 

 

 
 

 

 

７月お誕生日･ご結婚記念の 

皆様おめでとうございます！ 

 
 

◆京野新悟親睦活動委員長 

 こんにちは、最終例会が6月27日

(日)午後

4時から

行われま

す。本日

が出欠席

の最終日

となりま

すので、宜しくお願い致します。 

 

◆橋本かほる財団学友委員長 

 何時も、財団・米山へのご寄付

の協力を

頂きまし

て、有 難

うござい

ま す。こ

の度は杉

田政男会員に900ドルの寄付をして

頂きましたので、ご報告させて頂

きます。お陰様で今年度も財団・

米山共に100％達成出来ました。  

委員会報告  
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 成して頂きました。 

皆さんのご協力ありがとうございました。 

 

◆丹野寿明奉仕プロジェクト委員会担当理事 

奉仕プロジェクト委員会

から加藤哲男会長年度一年

間の活動報告を致します。

この一年間はコロナウイル

スの猛威により大半の時期

が「緊急事態宣言」或いは

「まん延防止等重点措置」に覆われていて、思うよう

に活動ができませんでした。この委員会は「地域社会

奉仕・ブライダル委員会」、「国際奉仕委員会」、

「職業奉仕委員会」の三つの委員会で構成されていま

す。コロナ禍で人との接触や他国との行き来等が制限

される状況では手も足も出せなかったというのが本音

です。その様な状況下で一矢報いられたのが「児童養

護施設いわつき」の小学生児童を対象とした「東武動

物公園」への日帰り旅行でした。奉仕プロジェクト委

員会全員が安全対策に知恵を絞り、クラブ一丸となっ

て行った結果、誰一人感染者を出すこともなく、みん

なが最後まで楽しめた素晴らしい結果となりました。

そして、「児童養護施設いわつき」に対する奉仕活動

も連続で10年目を迎えた事により埼玉県知事より表彰

を受けることもできました。ガバナー公式訪問の際、

今年度においてリアルな社会奉仕活動を行ったのは岩

槻東クラブと他に2クラブ位しかないとの話を中里ガ

バナーからもお聞きしました。結果オーライとなりま

したが、本当に正しかったかどうかは分かりません。

ただ岩槻東クラブ皆様の勇気に感謝申し上げます。皆

様、この一年間ありがとうございました。 

 

◆小宮 勇青少年奉仕委員会担当理事 

 今年度は新型コロナウイ

ルスの為、なかなか通常例

会が開催出来ず、会員の皆

様と会う機会がなく、委員

会活動も開催出来ませんで

したが、それでも前期、後

期合わせて加藤 和正委員長指導により、3回委員会

を開き年度計画書通り計画実行する事が出来、ほぼ決

定し後期の活動方針にいたしました。後期４月２０

日、通常例会が開催され、地元岩槻少年サッカーチー

ム代表者、関根 彰様に来て頂、卓話とボールの寄贈

が出来ました。クラブとしてもこのような状態の中、

行動が起こすことが出来た事に、皆様方に大変感謝申

し上げたいと思います。ボール寄贈クラブの名前をも

う一度ご紹介いたします。岩槻ジャガーズ、ブリッ

ツ、スリーエース、慈恩寺キッカーズへ、早速少年達

の練習に増渕幹事エレクトが見学に行きました。又今

日の例会日、地区青少年奉仕部門委員長、鈴木 伸雄

様の卓話を行いました。青少年委員会としても他の委

員会活動が出来なくなり残念であります。 

さて今年度米山奨学生のカウウンセラー担当にな

り、1年間（2020/04/01～2021/03/31）ジャム・ヤン

君（中国・チッベト）を例会場への送迎、クラブでの

受付及び食事時の手伝い等をして頂き、会員の皆様と

少しでも心の触れ合う時間が出来たのではないでしょ

うか。ジャム・ヤン君の卓話は今でも心に強く残って

おり、知らない部分が沢山ありまだまだ機会があれば

お願いしたいくらいです。彼の送別会は奥津会長エレ

クトのお店にて、楽しい時間を持つ事が出来、皆様方

のお陰により送ることが出来ました。彼の今後の活躍

とこれからの学生生活を大いに期待し、また会える機

会をお待ちしております。彼に対し十分なカウンセラ

―が出来なく残念な気持ちもありますが、皆様のおか

げをもちまして何とか報告が出来ました事感謝申し上

げます。以上 

 

◆菊池和彦ロータリー財団・米山委員会担当理事 

 ロータリー財団及び米山

奨学委員会につきまして、

一年間の活動報告を致しま

す。 

ロータリー財団寄付につき

ましては、ベネファクター2

名のご協力と会員の約8割の方に財団寄付を頂きまし

た。 

昨年の10月4日(日)に地区補助金事業として、児童養

護施設「いわつき」の子供達を東武動物公園に招待致

しました。 

 

◆橋本かほる委員長 

 一年間お疲れ様でした。

有難うございました。 

米山記念奨学委員会は寄付

においては、約60%の会員よ

りご協力をいただきました。 

今年度は米山奨学生とし

て中国チベット自治区出身のジャム・ヤン君をお世話

しました。コロナ禍の中、通常の活動は出来ませんで

したが、ジャム君は3月に聖学院大学を無事卒業され
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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 

    ました。送別会で楽しそうに微笑んでいる彼の姿は未

だ記憶の新しいところです。カウンセラーの小宮さ

ん、一年間お疲れ様でした。 

4月からはベトナム出身のレ・ティ・フンさんが来ら

れ、とても和やかな例会になっています。引き続きクラ

ブとして米山奨学生をサポートしていきましょう。 

カウンセラーの小泉さん、これからも宜しくお願い

します。 

最後に山形委員長に御礼を申し上げ、一年間の報告

と致します。 

 

◆斎藤公司ＳＡＡより「ＳＡＡの任務と心構え」 

 ＳＡＡとは、日本語で

は、会場監督と訳されてい

ます。ＳＡＡとして毎回

チェックしている箇所があ

ります。 
 

① 例会場の準備はしっかり

と出来ているか。 

② 例会・プログラムの事前準備が成されているか。 

③ クラブ内の親睦は…。 

④ 来訪者の接待に失礼はないか。 

⑤ 例会がスムーズに進行されているか( 手際よくス

ピードをもって ) 

⑥ 例会中の私語はないか。 

⑦ 委員会報告などに不要な言葉は慎む。余計な事は

云わない用件だけしっかり伝えて退席する。 

⑧ 壇上で来訪者に対し、来訪の御礼は、会長以外の

人は云わない。 

⑨ ロータリーバッチを忘れずに付けているか。 

⑩ コロナ感染予防の為、例会場、入場時、必ず検温

と消毒をする。 

⑪ ＳＡＡの心構えとして、少し早めに会場へ来るこ

とです。 
 

時間の余裕をもって、上記の注意点等々、気持ちの中

でチェックしています。 

 

 

 

 

 
 

加藤 哲男  各理事の方々、一年間の報告、宜しく

お願い致します。 

萩原 満久  本日は各理事の一年間の報告になりま

す。各理事の皆様、宜しくお願いしま

す。 

山形 照之  例会場の最終の例会、会長・幹事ご苦

労様です。 

阿津澤 清  早いもので、来週は最終例会です。増

強ガンバリましょう。 

杉田 政男  最終例会、皆様お疲れ様でした。 

清水 常三  理事の皆様、1年間ご苦労様でした。 

菊池 和彦  例会場での最終例会となりました。各

理事の皆様、一年間お疲れ様でした。 

小宮  勇  コロナワクチン、昨日行って来まし

た。県合同庁舎。 

藤田 恵子  コロナ禍の中で、存分な活動は叶いま

せんでしたが、1年間お疲れ様でした。

1日も早いコロナの終息を願っていま

す。 

丹野 寿明  1年あっという間ですね。 

遠藤 光治  梅雨に入ったらしいが、空梅雨みたい

なので、今年の夏は猛暑になるかなぁ

～。 

京野 新悟  理事の皆様、お疲れ様です。ご報告、

宜しくお願い致します。 

斎藤 公司  西村さん、記念になる写真、有難う。 

橋本かほる  皆様と同じ。 

小泉 真悟   増渕  明   加藤 和正 

奥津 雅史   山崎 和雄   

 IWATSUKI-EAST ROTARY CLUB WEEKLY REPORT 

例会日 総数 出席 欠席 Ｍｕ 出席率 

6/15 
免除4名 

26 
(4) 

19 
(1) 3 1 86.36% 

5/25修正 

免除4名 
26 
(4) 

26 
(4) 0 0 100.0% 

出席報告  

ニコニコBOX金額報告  

9/15合計 ２２，０００円 

今年度累計 ９１１，３２０円 

ニコニコＢＯＸ・出席報告 


