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7月の花

ハイビスカス

奥津雅史会長

皆さま、改めましてこんにちは！会長の奥
津雅史です。
先ずは第4グループ三枝ガバナー補佐、ようこ
そ我がクラブへお越しくださいました。
さて、早速でございますがよく「意志ある
ところに道は開ける」と申します。
また「夢の大きさがその人の器を決める」と
も言われております。
矢張り事の善悪など、その意思によるところが全ての判断基準、行動の源に
なるのではないでしょうか。私は幼少の頃から物事に対する意識が強くてよ
く親に叱られました。
言って聞けばよいのですが言う事を聞かない、当然叱られます、叱られても
分からない、よって必然的に殴られるのです。親の辛抱も大変だったろうと
今になり理解できます。
そこで今日は天国と地獄のお話をしたいと思います。天国と地獄には、
まったく同じものがあるそうです。大きな皿に大量の料理が積まれているの
です。しかしたった一つルールがあります。2メートルはあろうかという長―
い箸で食べなければなりません。当然自分で口に運ぶことは出来ません。地
獄では毎日不満と怒りが渦巻いているそうです。「腹が減った」「なんだこ
の箸は！食えないじゃないか」「ちくしょう、腹が立つ！」一方で天国でも
まったく同じ料理と箸が置いてあります。ところが天国では「はい、まずあ
なたからどうぞ！」と反対側の人から食べさせてあげるそうです。「ありが
とうございます、美味しいです！」「それではあなたもどうぞ！」と反対側
の人がまた食べさせてくれます。こうしてお互いに食べさせ合うのでいつも
満ち足りて仲良く暮らしているのだそうです。面白いのはまったく同じものが
あるのに結果がまったく違っているところです。まさに全ては「意思の違いか
ら来ている」という点ではないでしょうか。
さて本日は各理事の所信表明がございます。幸いなことに我が岩槻東クラ
ブにはこのように相手を思いやる精神が脈々と根付いています。素晴らしい
奉仕事業の歴史はこのような土壌から生まれているのだと確信を得ていま
す。どうぞ本日もよろしくお願いいたします。

幹事報告

増渕 明幹事

1. 国際ロータリーより「日本のロータリー
100周年ビジョンレポート」がメールで届
きました。ページ数が多いので希望者に
は、メール転送させて頂きますので、事
務局へ申し出て下さい。
2. 地区より「ポリオTシャツの注文書」が届
きました。購入を希望される方は事務局
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迄申出て下さい。
第4G 三枝和男ガバナー補佐より、「IM実行委員選出
依頼書」が届きました。
同じくガバナー補佐より「グループ人頭分担金納入の
案内」が届きました。
米山記念奨学会より「普通寄付 1名 上期2,500円振込
みの依頼」が参りました。
本日、レターケースに ① 奥津年度週報第1号と週報
用ファイルが入れてあります。②IT委員会が管理運営
部門の傘下に入る事が、過日の理事会にて決まりまし
た為、新しい組織図が入れてあります。ご確認下さい。
例会終了後「管理運営合同委員会」を行います。宜しく
お願い致します。

松本輝夫ガバナーは2021～2022年度の地区活動方針に
ついて、“ Serve to Change Lives”（奉仕しよう みん
なの人生を豊かにするために）と掲げられ、地区戦略計
画には
1. ロータリーのビジョン声明の達成
2. ４つの優先項目「より大きなインパクトをもたら
す」「参加者の基盤を広げる」「参加者の積極的な
かかわりを促す」「適応力を高める」に沿った活動
を掲げ効果的なクラブづくりを目指します。
また、地区運営方針をCOVID19に負けずに「クラブに変
化と成長を」として、
1. 例会にオンライン参加も加える
2. 全クラブがロータリー賞を目指す
3. ロータリー奉仕デーの企画を実現する
4. 世界ポリオデーにポリオ根絶推進のためにクラシッ
クカーレースを実現
5. ローターアクトクラブ及びローターアクターと共同
奉仕事業を
6. 財団補助金大口枠利用にローターアクター参加を
と定め、“常に変化しながら、未来を繁栄させること
に注力”と変化を恐れず、コロナ渦にあってＩＴの積
極的な活用と意義ある奉仕の実現を求めています。
シェカール・メータRI会長並びに松本輝夫ガバナーの
意をご理解いただき、会長・幹事を中心にクラブ会員の
皆様が一丸となって、地区目標、クラブ目標を達成さ
れ、充実したロータリー活動を、共に実践して参りたい
と思います。
何卒、岩槻東ロータリークラブの皆様にはご指導、ご
鞭撻、ご協力をお願い申し上げ表敬のご挨拶とさせて
頂きます。ありがとうございました。

写真左は、「四つのテスト」と「ロータリーの目的」の斉唱
をして頂きました菊池和彦職業奉仕委員長と写真右は
米山奨学生のレ・ティ・フンさん。彼女は先週お財布が見
つからなくて例会に来られませんでした。気を付けてネ!

お客様ご挨拶
◆第4グループガバナー補佐

委員会報告

三枝和男様

この度第4グループガ
バナー補佐を務めさせて
頂きます大宮東ロータ
リークラブ所属の三枝和
男 で す。松 本 輝 夫 ガ バ
ナーのご意向に沿って職
責を全うして参る所存で
すので、一年間宜しくお
願いを申し上げます。
岩槻東ロータリークラブ第42代 奥津雅史 会長、増渕
明 幹事 ご就任誠におめでとうございます。心よりお祝
いを申し上げます。
2021～2022年度 シェカール・メータRI会長は、RIテー
マを、“Serve to Change Lives”（奉仕しよう みんなの
人生を豊かにするために）と発表されました。そして、
「奉仕するとき、誰かの人生だけでなく自分の人生も豊か
になる」、「人びとの世話をし、奉仕することこそ、人生
の最高の生き方」と述べ、奉仕プロジェクトへの積極的な
参加を会員に呼びかけています。

◆京野新悟親睦活動副委員長
既にご案内させて頂きました「親睦ゴルフについて」
ご案内させて頂きます。
・日時 7月28日(水)
・場所 オリンピック・スタッフ都賀ゴルフコース
・スタート AM 7:21
・前日・当日の天気が良ければカート乗り入れ可能
・終了後 焼肉やっちゃん パーティー開催

担当理事所信
◆京野新悟クラブ管理運営委員会担当理事
本年度クラブ管理運営理事
を担当させて頂きます京野新
悟 です。こ の10月 で丸 3年に
なりますが、まだまだ未熟者
です。皆様のご意見を聞きな
から楽しくやって行きたいと
思っております。
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新型コロナ禍でもありますので、第一に安心・安全にプ
ログラムを実施していく事が第一と考えております。年
度計画書にも書きましたが多くの会員は、対面の例会、
親睦をされたいと思っていらっしゃいます。可能な限り
対面での活動を行っていきたいと考えますが、健康を優
先すべき時には、是非Ｚｏｏｍを活用した非対面の活動
にもご協力をお願いします。(以下、年度計画書を参照下
さい。)

針と心の思いをお話ししてもらうつもりです。
その翌々週はクラブフォーラム、担当会員増強・維持担
当で行います。各委員長の気持ちを汲んでいただき活発
なご意見を伺いたいと思います。
今年度の最終例会では会員数30名の最終例会をぜひ行い
ましょう。よろしくお願いいたします。

◆飯淵昭二会員増強委員会担当理事

この度、奥津年度の公共イ
メージ委員会担当理事を拝命
致しました萩原です。会員歴
としては、未だ3年 前の若輩
者で、公共イメージ委員会の
活動がどの様なものなのか
は、詳しく理解出来ていると
は言えないと思いますが、諸先輩方からの助言を頂き勉
強し、私達ロータリアンが日頃、どんな活動をしている
かを、地域の人達にもっと良く知ってもらう様柔軟性を
もって色々な方向からアプローチをしていきたいと思っ
ています。
今までは公共イメージ委員会といえば「岩槻まつり」
での活動と言う印象しかありませんでしたが、今年はす
でに中止が決まっていて、大きな活動が無くなってし
まっている中、今年度はどうやってロータリーの認知度
を上げていく為の活動として、他の委員会ともタイアッ
プを計りながら、一般の方々にロータリーをＰＲしてい
くと共に、奥津会長が最重要課題としてあげている、会
員増強につながっていく様にしていく為、先日の理事会
で承認して頂いた、ロータリーマークの旗を作り、クラ
ブ内外のイベントや移動例会時に、以前作ったベストを
併用し、地域の人達へロータリーをＰＲしていく事や、
ロータリーの友に掲載してもらう方法や要点を皆で勉強
出来る様に、9/21の公共イメージ委員会担当の卓話に梶
間順子様へのお願いをしています。
今期はこの様な活動を中心に進めていきたいと思います。
まだまだ、至らない事も多いと思いますが、諸先輩方
には、その都度、指摘していただき
ご指導して頂きたいと思います。
より良いクラブになる様、頑張りますので、どうぞ一
年間宜しくお願い致します。

◆萩原満久公共イメージ委員会担当理事萩原満久
(小宮 勇会報・広報委員長代読)

昨年度に引き続き会員増
強・維持を担当させていただ
くことになりました。昨年度
は委員長でしたが本年度は理
事ということで出席奨励委員
会と合わせて担当ということ
になりました。
2021年7月1日より2770地区の新年度が始まったわけです
が、会員数は大きな課題を抱えての船出となりました。7
月1日会員数は2,315名です昨年度の同時期と比べて100名
以上の実質減です。
岩槻東においても残念な結果となりましたが4名の減少、
結果25名の会員数となりました。しかしわがクラブでは
胸を張って、他クラブに誇れることがあります。それは
出席率です。８０％と出席奨励委員長の報告があると
「今週は出席率悪いな」こう考える会員の方も少なくな
いと思います。
IT委員会におけるZOOM参加の影響も大です。本当にあり
がとうございます。
地区における実質100名減ということの中身を見ると毎年
200名前後の新入会員が入会されています。これはこのコ
ロナ渦においても変わりありません、そして残念なこと
に300名近くの会員の方が退会されているわけです。
新型コロナの影響確かに大きなファクターとしてあるこ
とは事実です、でも入会の声掛けを待っている方もそれ
なりにいるのではないでしょうか。
本年度は会長もおっしゃているように会員増強の年にし
たいと考えています。
地区においてもいろいろな方策を考えて展開されようと
しています。8月23日のセミナーには2840地区パストガバ
ナーの田中久夫さんをお招きしての座談会形式で行われ
ます。
すべての会員が参加することができますぜひ参加してみ
てください。例年のセミナーとは一味違ったセミナーに
なるはずです。
最後に知り合い名簿の作成。これを進めていきます詳細
は次週も会員増強・維持が担当の例会ですのでその場で
お話しさせていただきますが、会員全員のご協力いや積
極的な参加をお願いいたします。「全会員の積極的参加
よる増強活動」でお願いいたします。
次週7月20日は会員増強・維持委員会の方針として加藤会
員増強・維持委員長と斎藤出席奨励委員長の今年度の方

◆飛田美佐子奉仕プロジェクト委員会担当理事
奥津年度で、奉仕プロジェ
クト委員会担当理事を仰せつ
かりました飛田美佐子です。
4年目に なります が、解って
いない部分と分かっている部
分がございます。先輩方のご
指導をいただきながら進めてい
きたいと思っています。
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終息の目途が立たず昨年に引き続きコロナウイルスの
蔓延により、通常の活動が出来ない日々が続いていま
す。遠藤光治委員長さんから、いろいろご指導を頂いて
「手をつなぐ育成会」からの希望により、10月にバス旅
行に行く事に決まりました。実現出来るか解りません
が、楽しい旅行になる様に、考えたいと思います。宜し
くお願い致します。

増渕

明

菊池

和彦

加藤

哲男

青少年奉仕は5大奉仕の中
に入っております。若い世代
の育成の為の委員会です。岩
槻少年サッカーへの支援を継
続していきたいと思います。
何を相手側が希望している
か…を伺ってどんな形で支援
していくか検討していきたいと考えております。
又、小泉さ んに於 かれまし ては、米山 奨学生 のレ・
ティ・フンさんのカウンセラーも引き受けて頂き、活躍
しておられます。これからもよろしくお願いしたいと思
います。

斎藤

公司

加藤

和正

山崎
丹野

和雄
寿明

◆橋本かほるロータリー財団･米山委員会担当理事

飛田美佐子

◆加藤和正青少年育成・交換・IAT・RYLA委員

遠藤 光治
阿津澤 清
藤田 恵子

小宮
京野

何時も、財団・米山にご協
力を頂きまして、感謝申し上
げます。特にベネファクター
には、菊池和彦会員、藤田恵
子 会 員 の お 二 方 に 1,000ド ル
づつの寄付をして頂き、有難
うございます。そして杉田政
男会員には、2度にわたるロータリー財団へのご寄付をし
て頂き、今年度もお陰様で100％がクリアー出来ました。
有難うございます。言うまでもなくロータリー財団は過
日の東武動物公園の補助金事業にも使われ、そして米山
に関しては、海外からの私費留学生の財源となっており
ます。これこそが日本のみならず世界で良い事をしよ
う…の目標達成の財源となっております。これからもご
協力のほど宜しくお願いします。

山形
清水
杉田

勇
新悟

照之
常三
政男

ま し た。本 日 は、各 理 事 の 所 信 表 明 で
す。どうぞ宜しくお願い致します。(^^♪
三枝ガバナー補佐、本日は宜しくお願い
致します。
三枝和男ガバナー補佐、ようこそいらっ
しゃいました。1年間ご指導のほど、宜し
くお願い致します。
奥津年度、理事の皆さん一年間楽しみま
しょう。宜しくお願いします。バッチ有
難うございます。
三枝ガバナー補佐ようこそ、ご指導宜し
くお願いします。
第4グループガバナー補佐 三枝和男様、
クラブ訪問に感謝します。
三枝ガバナー補佐、ようこそ!
第4グループガバナー補佐 三枝和男様、
ご指導宜しくお願いします。
暑さに身体が慣れるまで時間がかかります。
三枝Ｇ補佐、宜しくお願いします。
三枝ガバナー補佐、本日はようこそお越
しくださいました。どうぞ宜しくお願い
致します。
今日は、大分むし暑い一日になりそうです。
第4Ｇガバナー補佐 三枝和男様、ようこ
そいらっしゃいました。
梅雨明けももう少しです。暑い日が続き
ます。お体ご自愛ください。
早退します。
萩原 秀咲
飯淵 昭二
中里
仁
橋本かほる

ニコニコBOX金額報告
7/13合計

３７，５００円

今年度累計

９６，５００円

出席報告

ニコニコＢＯＸ・出席報告
三枝和男様( 第4Gガバナー補佐 )
岩槻東ロータリークラブの皆様、一年間
どうぞ宜しくお願い致します。
奥津 雅史
三枝和男ガバナー補佐、ようこそ我が岩
槻東ロータリークラブへお越しください

2021～’22年度
例 会 日
例 会 場
クラブ事務局
U R L

例会日

総数

出席

欠席

Ｍｕ

出席率

7/13免除
3名

25
(3)

21
(2)

1

0

86.36%

6/27修正
免除4名

26
(4)

26
(1)

0

0

100.0%

会
長
幹
事
会報委員長

奥津
増渕
小宮

岩槻東ロータリークラブ

毎週火曜日 12:30～13:30
さいたま市民会館いわつき
Tel 048-756-5151
Tel 048-757-9786
Fax 048-756-5539
http://www.iwatsuki-east-rc.org
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