
 

  

 
 

■ 地区会員増強維持部門委員長 市川英敏様 (八潮みらいRC) 

■ 地区会員増強維持委員会委員 小越朋樹様 (八潮みらいRC) 

 

 
 

皆様、こんにちは。めっきり涼しくなって参り

ました。 

いよいよ緊急事態宣言も解除の方向に向かってお

ります。そんな中、昨日第4グループ、岩槻東の

代表として清水さいたま市長に表敬訪問に行って

参りました。 

さて私は、この週末にゴルフの大会に約20年ぶ

りに出場して来ました。結果は42回43回という成

績でした。初めて会う方と一緒に廻る緊張した場面では、何故か自分の弱

い所が出るのです。余談ですが、かの武田信玄公は若い頃、血気にはやり

降参した相手もやり込めていました。武田は血も涙も無い、それが噂にな

り最後の一兵卒まで抵抗されて自軍も散々被害を被ったそうです。そこか

ら「人は城、人は石垣、人は堀、情けは味方、仇は敵なり」という人を大

切にする思いに至りました。 

その武田信玄にあと一歩で命を取られる寸前まで追い詰められたのが徳川

家康公でございます。彼は三方ヶ原の戦いで命を奪われる寸前まで攻めら

れた時、あまりの恐怖で馬上で脱糞してしまったそうです。しかしそこは

偉人になる徳川家康、その時の情けない様子を絵に描かせて生涯の糧とし

て自室に貼り続けたと言われております。私の拙いゴルフもこれを糧に精

進して参りたいと云う思いに至りました。 

そして本日は会員増強の卓話を市川様、小越様から頂きます。私も緊急

事態宣言明けを見越して2名の候補者にコンタクトを取りました。様子を

見て飯渕理事と一緒にリアルでのお誘い方を考慮して踏み切りたいと考え

ております。それでは皆様、本日も宜しくお願い致します。 

 

 
 

1. 地区より、青少年奉仕部門セミナーZOOM開催の

案内が届きました。 

 ・日時 10/29(金) 18:30～20:00終了予定   

 ・申込 10月25日(月) 

2. 地区より、RLIパートⅠ 9月25日(土) 参加者

の藤田恵子IT委員長 小泉真悟青少年奉仕理事

にメーキャップカードがメールで届きました。 

3. 地区より2021-2022年度2770地区 地区大会の案内一式が届きました。 

 ・日時 1日目 11/13 (土)PM15:00～  

第11例会 2021年10月12日発行 

会長挨拶 奥津雅史会長 

会   場 市民会館いわつき 301 
例会テーマ グループフォーラム 
担   当 会員増強委員会 
 

 

次回例会案内 
第1940例会 10月12日(火) 

会   場 定例会場 ハイブリッド 
例会テーマ 会員リレー卓話 
担   当 国際奉仕委員会 
 

点   鐘 12:30 
斉   唱 君が代・奉仕の理想 
お客様紹介 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 

本日の例会 
第1939例会 10月5日(火) 

奥津年度(2021～2022) 

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11例会 9月28日(火)1938号 
会 場 オンライン開催 
点 鐘 12:30 

テーマ 外部卓話 地区増強 
 市川英敏様･小越朋樹様 
担 当 会員増強委員会 

幹事報告 増渕 明幹事 

お客様紹介 

９月の花  バラ 

会   場 定例会場 ハイブリッド 
例会テーマ クラブフォーラム 
担   当 地域社会奉仕委員会 

2021-2022年度 クラブスローガン 

― 本質に於いて一致 ― 

― 行動に於いて自由 ― 

― 全てに於いて信頼 ― 

 

奉仕しよう   みんなの 

人生を豊かにするために 
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 ・場所 ロイヤルパインズホテル浦和 

  ４Fロイヤルクラウン 

 ・日時 2日目 11/14(日) AM11:00  登録開始 

 PM17:00  閉会 

 ・場所 さいたま市文化センター 

4. 地区より、社会奉仕部門セミナーの案内が届きま

した。 

 ・日時 10/2日(土)  PM1:00～ ZOOMにて開催   

飛田美佐子奉仕プロジェクト理事と遠藤光治地域

社会奉仕委員長が出席されます。 

 ID・パスワードは、到着次第お知らせ致します。 

5. 米山記念奨学会より、米山月間用資料一式と豆辞

典が全会員に送られてきました  

 

 

〔さいたま市長表敬訪問〕 

 

 

◆小宮 勇会報・広報委員長 

先週は、ズーム例会にて梶間

順子様には卓話をしていただき

誠にありがとうございました。

私からは、ロータリーの友 ９月

号についてお話させて頂きま

す。初 め に 横 書 き 14 ペ ー ジ

「（友）誌を嗜む」 第2770地

区（浦和中RC）、梶間順子様の対談が記載されており

ます。又ロータリークイズが17～19ページに記載、縦

書きでは21ページ（大宮中央RC）に、「家庭版ポリオ

根絶募金、会員にスチール製貯金箱」を配布されてお

ります。そして（越谷北RC）、「バリ島へ血液貯蔵冷

委員会報告  

 IWATSUKI-EAST ROTARY CLUB WEEKLY REPORT 

去る9月27日(月) 第4グ

ループ各クラブ会長による

さいたま市長表敬訪問が

行われました。 

我がクラブからは、奥津雅

史会長が出席致しました。 
 

(写真右上はさいたま市長を

囲み、三枝和男ガバナー補

佐、福田和子大宮西RC会

長他グループ内会長) 
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 蔵庫寄付」、クラブ創立45周年事業としてグローバル

補助金を活用が掲載されております。 是非皆様お読

みください。 

 

◆京野管理運営委員会理事 

 来週10/15日(金)に、二木屋

さんにて、「薪能鑑賞例会」を

行います。現在、予定数の25名

の参加を頂いております。ご協

力ありがとうございます。集合

時間等については、来週ご連絡

させて頂きます。 

 

 

 

 

 

 
 

◆卓話者紹介  

 飯淵昭二地区会員増強維持委員会委員 

本日は、何時も私が地区でお世

話になっております、市川英敏

様と小越朋樹様にお越し頂いて

おります。お二方にはお忙しい

所、ZOOM参加にご協力頂き有難

うございます。ここでお二人の

プロフィールをご紹介いたしま

す。  

 

 

◆卓話者 市川英敏様(八潮みらいRC) 

 地区会員増強維持部門委員長 

［プロフィール］ 

1994年6月2日  八潮中央RC創立入会 

2000-2001年度  クラブ幹事 

2003-2004年度  クラブ幹事 

2005-2006年度  クラブ会長 

2012年2月23日  八潮みらいRC創立入会 

2011-2012年度 クラブ幹事(合併日より) 

2011-2012年度 第9グループがバナー補佐幹事 

2012-2013年度 クラブ幹事 

2015-2016年度 クラブ会長 

2018-2019年度 クラブ幹事 

2018-2019年度 地区管理運営部門 RLI運営委員会委員 

2019-2020年度 第9グループガバナー補佐 

2020-2021年度 地区会員増強維持部門 

  会員増強維持委員会副委員長 

2021-2022年度 地区会員増強維持部門 

  会員増強維持部門委員長 

RLI出席回数 パートⅠ-Ⅲ 18回 

 卒業コース  1回 

2570地区 RLIディスカッションリーダー研修参加  

 

［卓話］ 

市川 英敏 様 

八潮みらいロータリークラブ

の市川でございます。実は、

昨年もお邪魔しております。 

去年と違い、貴クラブ様の年

度計画書やホームページを見

させていただきました。 

実は、私の様な者が皆様の前

で会員増強を云々言う事は出

来ません。ご勘弁頂き、本日は、小越の方からデータ

をお示し頂きながらお願い事やら、地区の実情をお話

させて頂きたいと思います。又、飯淵昭二地区委員様

からも、同好会を立ちあげて頂きましたので、その件

についてもお話し頂きたいと思います。 

会員が去年より92名減りました。現在は2,423名に

なってしまいました。私からは、若い方達に新しいメ

ンバーを入れて頂ければ…と思います。どうぞ悪しか

らず宜しくお願い致します。 

 

 

◆卓話者 小越朋樹様(八潮みらいRC) 

 地区会員増強維持委員会委員 

［プロフィール］ 

経歴 

2004年5月 ㈱モアシステム設立 

 (コンピュータシステム開発･保守) 

ロータリー歴 

2016年3月3日  八潮みらいRC入会 

2017-18年度  クラブ青少年奉仕部門委員長 

2018-19年度  クラブ公共イメージ部門委員長 

 副幹事 

2019-20年度 クラブ幹事 

2020-21年度 クラブ奉仕プロジェクト部門委員長 

2021-22年度 会員増強維持部門 委員会委員  

RLI出席回数 パートⅠ-Ⅲ 3回 

 卒業コース  1回 

 

 IWATSUKI-EAST ROTARY CLUB WEEKLY REPORT 

本日のテーマ 外部卓話 

 地区会員増強維持部門委員長 市川英敏様 

 地区会員増強維持委員会    小越朋樹様 
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 2021～’22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   奥津 雅史 
例 会 場 さいたま市民会館いわつき Tel  048-756-5151 幹    事  増渕  明 
クラブ事務局   Tel 048-757-9786  Fax 048-756-5539 会報委員長 小宮  勇 

U    R    L http://www.iwatsuki-east-rc.org 

  

 IWATSUKI-EAST ROTARY CLUB WEEKLY REPORT 

［卓話］ 

小越 朋樹様 

はじめまして、八潮みらいロー

タリークラブの小越 朋樹と申

します。本日は、どうぞ宜しく

お願い申し上げます。 

会員増強委員会よりのご提案を

映像をもってお話させて頂きた

いと思います。 

 

(紙面の制約上、抜粋で掲載いたしました) 

 

 

 

 

例会日 総数 出席 欠席 Ｍｕ 出席率 

9/28 
免除3名 

25 
(3) 

22 
(1) 1 0 95.45% 

9/14修正 

免除3名 
25 
(3) 

19 
(1) 4 2 81.82% 

出席報告  

飯淵昭二会員より、お知らせ!! 

ロータリークラブ同好会のご案内をさせて頂きます。 

①アウトドア―同好会 

②スキューバ―ダイビング ③ワインを楽しむ同好会 

皆様の参加をお待ちしていまーす。 


