
 

  

 
 

皆様、こんにちは。 

 ここ数日暑い日が続いておりますが皆さ

まは体調にご注意してお過ごしください。 

私の第一例会に赤塚さんという川口モー

ニング RC の直前会長がお越しくださいま

した。現役ガバナー輩出クラブとして大変

な一年間を過ごした彼ですが、その経験で

大きく自分の意識が変われるよい契機に

なったと話しておられました。その赤塚さんは東大大学院卒、職業は弁

理士という非常に優秀な方であります。まったくレベルが違いますが何

故か彼と私は馬が合うのです。お互いに無いものを持っていると言う事

でしょうか。そして今一緒にある大きなプロジェクトを遂行していま

す。参加登録 800 人という一大イベントを彼は副実行委員長として様々

な難題を前に頭をフル回転させて全体をコントロールしています。彼の

真摯な人柄は付き合えば付き合うほど魅力的に感じて今まで以上に彼

のことが大好きになりました。やはり人は付き合って見なければ分から

ないものだと勉強させていただいております。 

さて今日は地域社会奉仕事業の例会です。これまでの事業、そしてこ

れからの事業に理解を深めたいと思います。本日もどうぞ宜しくお願い

致します。 

 

 
 

1. 地区より、メジャードナー午餐会の案内

が届きました。 

 ・日時 12月6日(月) AM9:00登録  

      9:40記念撮影開始  

  11:30午餐会 開始 

 ・締切 10月29日迄  

 ・対象者 山形照之会員・加藤和正会

員・杉田政男会員・清水常三会員のみ 

2. 地区より、ピンクリボンバッチが全会員に送られて参りました。 

 ピンクリボンバッチとは、地区社会奉仕部門委員会より、「乳がん検

診を推奨しよう」を目的としています。 

3. 地区より、ガバナー月信10月号が送られて参りました。6ページに我が

クラブの公式訪問の記事が掲載されております。ご覧ください。 

4. 地区より、地区大会のパンフレットが送られて参りました。 

5. 第4G 三枝和男ガバナー補佐より、「第6回会長・幹事会」がリアルで行う

事に変更になりました。 
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 ・10/22(金) 東晶大飯店大宮店  

  奥津雅史会長、増渕 明幹事ご出席予定 

6. 本日のレターケースに  

 ①ガバナー月信10月号 ②地区大会パンフレット  

 ③週報 第11例会分・第12例会分 が入れてあり

ます。ご確認下さい。 

7. 本日、例会終了後、奥津年度の臨時理事会を行い

ます。関係者はお残り下さい。 

 

 

埼玉県知事表敬訪問 

◆奥津雅史会長 大野元裕県知事を表敬訪問 

去る10月7日(木)奥

津雅史会長が、クラ

ブを代表して大野埼

玉県知事に表敬訪問

をしてきました。 

写真はその時の様

子です。 

 

 

◆菊地和彦職業奉仕委員長 

 地区職業奉仕セミナー報告  

 皆様、こんにちは。去る

10月9日(土)に13時登録によ

るZOOM対応の地区職業奉仕

セミナーが開催されまし

た。クラブからは私と斎藤

公司副委員長が参加致しま

した。お手元に当日配布さ

れました資料をレターケースに入れさせて頂きました

ので、参考の為にご覧いただきながら、話を聞いて下

さい。 
  

2021～2022年度 職業奉仕部門セミナーのご報告 
 

職業奉仕委員会 

委 員 長 菊池 和彦 

副委員長 斉藤 公司 

 

一生懸命働く 

 人間形成がなされる 

  信用が付く 

   顧客が増える 

    利益が上がる 

     関わる人々が豊かになる 

 

顧客が豊かになればリピーターとなる 

 従業員が遺り甲斐を覚える 

  発注が増えれば取引先も潤う 

   利益の分配により地域社会も幸せになる 

 
1.「シェルドンが唱える職業奉仕とは」 

 自らが儲けるために職業についているという考えは

捨て、顧客の満足度を優先しつつ、自らの職業を通

じて他人に奉仕するという考えで事業をすれば、そ

の真摯な態度が顧客の心を捉えて、リピーターとし

て何度も足を運んでもらえ新規の顧客も紹介してく

れるだろう。その結果大きな利益が得られるととも

に、その会社は継続的に発展していくだろう。更に

この職業奉仕の積み重ねで、結果的に高い職業倫理

 IWATSUKI-EAST ROTARY CLUB WEEKLY REPORT 
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オンライン参加 

加藤和正会員 

レ・ティ・フンさん 

Zoom で の 参 加 とな りま し

た。 
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 を身に付けることとなる。 

※ロータリーの奉仕理念を完成した人物 

 ｢アーサー・フレデリック・シェルドン」 

 ・職業は、社会に奉仕する手段である。 

 ・我々は職業人だから、職業を通じて世のた 

 め人のために働くべきである。 

2.「職業奉仕はロータリーの金看板」 

 自らの仕事を一生懸命することでロータリアンに相

応しい人格（常識・品格・高潔性・協調性・リー

ダーシップなど）が形成されると信用が自分にも仕

事にも備わる。仕事は益々発展していく。 

3.「昨今、国際ロータリーが唱える職業奉仕とは」 

 様々な職業人が色々なアイデアを持ち寄り、その

スキルを活かした奉仕プロジェクトを発案しクラ

ブで実行しよう。 

※職業奉仕担当諮問 大貫 等パストガバナー 

 資料参照 

 

 

 
 

◆飯淵昭二会員増強担当理事 

 改 め ま し て、こ ん に ち

は。会員増強の方で過日、

同好会に入会のお誘いを配

布させて頂きましたが、未

だ3-4名の方々の申込しか頂

いておりませんので、何方

でも入れますので、お気軽

に入会してみてください。スキューバーダイビングの

方は経験が無い方でも、他の人の潜っている写真など

を見て楽しみながら一杯飲むのも宜しいんでは、ない

でしょうか。 

 個人的な事ですが、今までの電気屋の会社を売却致

しました。今はスキューバーダイビングの方のみ行っ

ておりますので、ご報告までです。 

  

◆小宮 勇会報・広報委員長 

 今日は週報第11号例会、

第12号例会の日付の訂正を

お願いいたします。 

11 号 2020 年 10 月 12 日（誤

記）が 2021 年 9月 28 日（正

記） 

第3例会 2020年8月3日（誤

記）が第12例会2021年10月5日（正記）に訂正お願い

いたします。 

 ガバナー月信6ページ 岩槻東ロータリークラブ 

会長奥津雅史、幹事増渕 明 

令和3年8月31日 ガバナー公式訪問 ZOOＭにて開催

された記事が記載されておりますので是非ご覧くださ

い。  

 

◆小泉真悟米山奨学カウンセラー                 

フンさんの件ですが、授業

が毎週火曜日は午後1時から

入ってしまいましたので例

会の半分のみ、ZOOMによる

参加となるそうです。ご報

告させて頂きます。 

 

 

◆橋本かほるロータリー財団・米山担当理事  

皆様、こんにちは。何時も

ご協力頂きまして、有難う

ございます。本日、飛田美

佐子・菊池和彦・遠藤光治

会員の3名より財団への寄付

を頂きました。又、菊池和

彦会員からは米山にも合わ

せてご寄付をして頂きました。有難うございます。  

 

 

◆阿津澤 清親睦委員長  

今週の金曜日に二木屋さん

にて、薪能鑑賞例会がござ

います。駅改札口に3時集合

となっております。直接行

かれる方は4時迄ですので、

遅れない様にお願い致しま

す。例会も短時間ですが、

行います。 
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◆飛田美佐子奉仕プロジェクト委員会担当理事 

 皆様、こんにちは。 

何時も、お世話になってお

ります。今日の社会奉仕委

員会の発表ですが、遠藤光

治委員長にすべてお願いし

ておりますので。宜しくお

願い致します。  

 

◆遠藤光治地域社会奉仕委員長 

今までのクラブの社会奉仕

の活動について振り返っ

て、調べてみましたので、

初代から42代までの社会奉

仕の事業について、報告さ

せて頂きます。 

 
 

今までのクラブの社会奉仕の活動について    

1980年10月11日創立総会 初代会長 斎藤俊夫会員 

２代会長 六沢正光会員 ﾏﾗﾎﾞﾝRCと友好ｸﾗﾌﾞの締結 

  ・岩槻まつりへ初参加して手をつなぐ親の会に 

  チャリバザーの協力を行う 

３代会長 松丸 和会員  

 ・精薄児施設 山吹作業所で餅つき大会 

  ・岩槻市身障者連盟に助成金の為に岩槻RCと親睦 

   ソフトボール大会の開催  

 ・養護施設いわつきに学童図書の寄贈 

４代会長 金子幸重会員  

 ・岩槻まつりにて手をつなぐ親の会にバザーに 

  協力（売り上げ金201,760円） 

  ・養護施設いわつきに古本の寄贈 

5代会長 角田三郎会員  

 ・岩槻まつりに参加、手をつなぐ親の会バザーに 

   協力  

 ・第９回身体障害者スポーツ大会に協力 

6代会長 小林正雄会員  

 ・手をつなぐ親の会にバザー協力 

7代会長 添野与三郎会員  

 ・手をつなぐ親の会にバザー協力 

  ・岩槻市内高校野球大会の開催（岩槻RCと共催） 

8代会長 横田 正会員  

 ・手をつなぐ親の会にバザー協力 

  ・岩槻RCと合同でソフトボール大会の開催   

・身体障害者スポーツ大会に協力 

  ・ボーイスカウト・ガールスカウトに助成金 

9代会長 小山圭治会員  

 ・手をつなぐ親の会にバザー協力 

  ・第13回身体障害者スポーツ大会に協力 

  ・岩槻市内高校野球大会を岩槻RCと共催 

10代会長 田中徹夫会員  

   ・手をつなぐ親の会にバザー協力 

   ・ポリオ募金活動を行う 

   ・岩槻RCとソフトボール大会の開催 

   ・市内高校野球大会の開催 

   ・市内身体障害者スポーツ大会に協力 

   ・市内身体障害者もちつき大会参加 

11代会長 斎藤公司会員  

 ・手をつなぐ親の会バザーに埼玉第一高等学校 

  インターアクトと一緒に協力した 

  その時の売り上げは45万円 

12代会長 三井八十吉会員  

 ・手をつなぐ親の会にバザー協力 

13代会長 西原 勇会員  

 ・手をつなぐ親の会にバザーでは50万円売上 

14代会長 町田 勝会員  

 ・手をつなぐ親の会にバザー協力 

15代会長 豊住昇二会員  

 ・手をつなぐ親の会にバザー協力 

16代会長 清水常三会員  

 ・手をつなぐ親の会にバザー協力 

17代会長 山形照之会員  

 ・手をつなぐ親の会にバザー協力 

18代会長 金井要助会員  

 ・手をつなぐ親の会にバザー協力 

19代会長 萩原秀咲会員  

 ・手をつなぐ親の会にバザー協力 

20代会長 加藤和正会員  

 ・手をつなぐ親の会にバザー協力 

   ・城址公園ゴミ０運動に参加 

   ・ロータリー杯市内高校野球大会の開催（例会）                    

21代会長 神田邦男会員  

 ・手をつなぐ親の会にバザー協力 

22代会長 清水裕次会員  

 ・手をつなぐ親の会にバザー協力 

23代会長 田口孝雄会員  

 ・手をつなぐ親の会にバザー協力 

24代会長 遠藤光治会員  

 ・手をつなぐ育成会にバザー協力売り上げ金  

   198,550円 

 ・身体障害者スポーツ大会に協力 

 ・知的障害のある方にクリスマス例会 

25代会長 吉原 廣会員  

 ・手をつなぐ育成会にバザー協力 

26代会長 太刀川重彦会員  

 ・手をつなぐ育成会にバザー協力 

27代会長 宮本和寿会員  

 ・手をつなぐ育成会にバザー協力 

28代会長 関根隆光会員  

 ・手をつなぐ育成会にバザー協力 

29代会長 山崎和雄会員  

 ・手をつなぐ育成会バザー協力 

 ・テレホンカード収集を行いポリオ撲滅運動 

30代会長 金子英男会員  

 ・手をつなぐ育成会にバザー協力 

本日のテーマ 補助金事業について  
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 31代会長 加藤和正会員  

 ・市内少年サッカー大会開催 

 ・手をつなぐ育成会バザー協力 

32代会長 宮本和寿会員  

 ・手をつなぐ育成会バザー協力 

   ・友愛学園（知的障害者厚生施設）を内牧公で、 

  みんなで遊んでバーベキュー 

  100名予算額265,000円 

33代会長 遠藤光治会員  

 ・手をつなぐ育成会バザー協力 

   ・児童養護施設いわつきと内牧公園で花見と 

  バーベキューを行う 

34代会長 藤堂 昇会員  

 ・手をつなぐ育成会バザー協力 

   ・児童養護施設いわつきの子供達をブドウ狩 

  （太平山観光ぶどう園） 

35代会長 菊池和彦会員  

 ・手をつなぐ育成会バザー協力 

   ・養護施設いわつきの子供達を県立こども動物 

  自然公園に行く 

36代会長 杉田政男会員  

 ・手をつなぐ育成会バザー協力 

   ・児童養護施設いわつきの子供達とバーベキュー 

  大会 

37代会長 阿津澤清会員  

 ・手をつなぐ育成会バザー協力と市宿商店街で 

  出店（めだか、ドジョウすくい、わたあめ、 

  ポップコーン、チョコバナナ、生ビール 

38代会長 丹野寿明会員  

 ・岩槻まつりチャリティーイベントでめだかすくい、 

  フランクフルト、野菜販売で収益金を東日本震 

  災、熊本地震への人道支援に充てる 

39代会長 小宮 勇会員  

 ・岩槻まつりチャリティーイベントで流しそうめ 

  ん、ポップコーン、チョコバナナ    

 ・養護施設いわつきの子供達を鉄道博物館見学に 

  行く 

40代会長 飯渕昭二会員  

 ・岩槻まつりチャリティーイベントで大道芸人を 

  招いてポリオ撲滅寄付金を頂き寄付した 

41代会長 加藤哲男会員  

 ・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（子供達23名職員9名とRC） 

42代会長 奥津雅史会員  

 ・手をつなぐ育成会（知的障害のある方の会） 

  の子供達が通っているさいたま市岩槻区社会福 

  祉法人さいたま市福祉事業団 槻の木・第一や 

  まぶき、に発電機・ゲーム機とプロジェク 

  ター、スクリーン、ソフトの寄贈をしました。 

  槻の木 発電機（103,840円） 

  第一やまぶき ゲーム機セット（106,058円） 

 

 

 

◆斉藤公司出席奨励委員長  

 公開例会を何故開催した

かったか…? と云う事です

が、明大のマンドリンクラ

ブをお呼びして一般公開で

お客様から1名2,000円のチ

ケットで行いました。市民

会館は600席しかキャパシ

ティーが無かったわけですが、当日は満席になり立ち

見席まで入った状況でした。 

 それまで、岩槻クラブは知られていましたが、岩槻

東クラブの知名度が無く、それを是非一般の人達に知

らしめたかったのが目的でした。結果的には大成功で

した。 
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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 
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奥津 雅史  先日、皆様の代表として大野県知事に

表敬訪問に行ってまいりました。 

増渕  明  本日は、地域社会奉仕の委員会の皆

様、宜しくお願いします。 

加藤 哲男  職業奉仕セミナー、無事に終了しまし

た。ご協力に感謝します。 

小宮  勇  今日は、気温が下がり体が動きます

が、昨日との差がつらいです。 

菊池 和彦  奉仕プロジェクト飛田理事、地域社会

奉仕遠藤委員長、本日は、宜しくお願

い致します。 

阿津澤 清  体育の日はオリンピックの日程に組み

込まれて営業でした。今月は祭日はな

しです。 

飛田美佐子  先日は、お誕生日のお祝を頂き有難う

ございました。いくつになってもお誕

生日は嬉しいです。年は忘れましたけ

ど。 

遠藤 光治  やっと秋らしい気候になりましたね。 

飯淵 昭二  やっと涼しくなりました。 

小泉 真悟  感染者数、劇的に減りましたね。この

まま収束願います。 

橋本かほる   中里  仁   萩原 満久 

京野 新悟   山崎 和雄   斎藤 公司 

中里  仁   丹野 寿明 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

地区委員会の構成 

( District Committee Structure )  

委員会が効果的であるためには、指導者に継続性

がなければならない。 

ガバナーは、各地区委員会に、最低3人の委員を任

命する。その内それぞれ少なくとも1人は1年の任期

を務め、1人は2年の任期を務め、1人は3年の任期を

務めるものとする。 

以後、年々任務に就くガバナーが、空席を埋める

ために、3年の任期を務めるロータリアンを少なくと

も1人任命するものとする。 

各年度、ガバナーは各委員会の委員の1人を委員長

に任命する。 

 
 
 

例会日 総数 出席 欠席 Ｍｕ 出席率 

10/12 
免除3名 

25 
(3) 

18 
(0) 4 1 86.36% 

9/28修正 

免除3名 
25 
(3) 

22 
(1) 1 0 95.45% 

出席報告  

ニコニコBOX金額報告  

10/12合計 ２２，０００円 

今年度累計 ２０２，５００円 

ニコニコＢＯＸ・出席報告 

日光の秋 


