
 

  

 
 

皆さま、こんにちは。 

 昨日から急に寒くなりましたが十分体調に

はご留意ください。かく言う私も先日の京都

旅行前に風邪を引きまして何とか熱を下げて

参加した訳でございますが未だ完治しており

ません。今年の風邪の特徴は高熱が出ずそれ

ほど咳も出ません。その代わり微熱が続き喉

の痛み身体の怠さが中々抜けません。私もも

う 20 日、友人は既に 1ヶ月患っております。

かなり性格の悪い風邪なので、どうか皆様もご用心なさってください。 

 今日は当店の社員教育の話を少しだけお話しします。これまでアルバイ

トにはアルバイト用の指導をして来たのですが、これはあまり功を成さな

いように感じました。要するに本当の現場で判断が出来なければ通用しな

いという事です。矢張りトップマネジメントをしっかりと伝えた上で彼ら

の判断能力を刺激する必要があると考え至っております。ここに居られる

皆様もそうですが、年収の高い経営層は何に対して給料を貰っているのだ

ろうか。それは数少ない、優れた決定を下す事に対して支払われているので

す。多くのアイデア、意見、それも大切ですが大多数ではない数少ない優れ

た判断に対しての報酬なのです。これを彼らに早い段階で教える事で彼ら

の自尊心を刺激する方向へ教え方を変えました。その効果と成果は順次こ

の場でご報告して行きたいと思います。 

 さて本日は奥津年度上期理事報告という事で理事の皆様宜しくお願い致

します。 

 

 
 

1. 地区より、「RLIパートⅢ」の案内が届き

ました。既に全会員にFAX済みです。 

 ・日時 1月29日(土)AM9:30 開会 閉会 

17時15分 

 ・会費 1名3,000円 希望者はZOOMによ

る全会員参加となります。締切1/7日迄 

2. 八潮みらいロータリークラブより、会

長・幹事に創立10周年記念式典の案内が

届いております。  

 ・日時 2月23日(水) PM 5:30分 点鐘 

  ・場所 浅草ビューホテル 4F 「飛翔」の間 

  ・登録料 1名12,000円  12月31日締切り 

3. 久伊豆神社より、新型感染症拡大防止の為、「二月の節分祭中止」の

案内が届きました。 
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 4. 地区より、ガバナー月信12月号が送られてきまし

た。 

5. 大宮西RCと大宮北RCより、11月分の週報が送られ

てきました。  回覧します。 

6. レターケースに「ガバナー月信12月号」会報 20

号が入れてあります。  

 

 

 

 

◆橋本かほるロータリー財団・米山理事 

 今日は、とても寒いです

が、皆様の顔を拝見しまし

たら温かくなりました。12

月はレートが1弗114円で

す。引き続きご協力を宜し

くお願い致します。 

 

 

 

 
 

◆奥津雅史会長 

上期 会長としての報告を致します。 

先ず持ってコロナを言い訳にして増強がままならな

かった事を深くお詫びしたいと思います。成果として

は入会まで至らずコンタクトを取る事だけに終始して

しまいました。その反省を胸に深く刻み下期には目標

達成出来るようにしっかりと行動を起こして行きます

ので皆様方にもご協力を宜しくお願い致したいと思い

ます。またその他の成果としましては納涼例会、ゴルフ

コンペ、二木屋さんでの薪能、京都旅行と親睦に於いて

は皆様のご理解をいただきながら良い活動が出来たの

ではないかと思っております。会員の皆様には私の我

儘を聞き入れて頂きレティフンさんを日本文化に触れ

て頂きたくお連れする夢も叶いました。その根底には

彼女に日本を好きになってもらい、出来れば日本での

就職、その先には日本とベトナムの架け橋になって頂

けるご活躍を期待しております。この先も皆さんと共

にしっかりとサポートして行きたいと考えておりま

す。また社会奉仕事業では臨機応変なご対応をして頂

き発電機やゲーム機の寄贈が出来ました。変化に対応

した素晴らしいご判断だったと感謝しております。そ

の他外部卓話を含むガバナー公式訪問でのZoom対応な

ど時代に即した開かれたクラブを印象付ける対応が出

来たのではないかと自画自賛しております。これも我

がクラブの持つ雰囲気の良さ、そして何でも言い合え

る風土がしっかりと根付いている証ではないでしょう

か。下期には更なる活発な活動を心掛けて参りますの

で引き続きのご協力をどうか宜しくお願い致します。 

 

◆増渕 明幹事 

幹事役として、果たして重責をマット―出来ていたか

は…判りませんが、半年間自分なりには、一生懸命や

らせて頂いたつもりです。理事の皆様のお蔭でもあり

ます。振り返れば8月が、実は私の娘などもコロナに

感染致しましたが、ZOOMの例会をやりながら粛々と例

会を続けて参りました。現在は、ハイブリットの例会

を進めております。会員増強については、一足遅れを

とってしまい、岩槻ロータリーさんへ入られてしまい

ましたが、ロータリアンが1人増えた…と思えば良い

かなぁ～と、思います。下期も一生懸命やらせて頂き

ますので、ご協力を宜しくお願い致します。 

 

◆京野新悟管理運営理事 

 奥津年度で初めて理事を引き受けましたが、例会に

 IWATSUKI-EAST ROTARY CLUB WEEKLY REPORT 

委員会報告  

本日のテーマ 理事 上期報告  

本日、Zoom参加の皆様  

「四つのテスト」と「ロー

タリーの目的」の斉唱

を行う、斉藤公司職業

奉仕副委員長と下の

写真は、会員の斉唱

風景です。 



 

3 

 ついてはコロナの関連が有

りまして、ハイブリット例会

を行っております。会員の中

で一度もZoomをやっていない

方はいないと思います。 

これを続けていくには、多

少難もありますので、改善

していく方法あるのかなぁ～と考えます。 

今後は動画の作成なども検討して見てはどうかと考え

ます。 

 岩槻東クラブは出席率が良いので、これは続けてい

きたいと考えております。 

 又、結婚・誕生祝い月についても、誕生は会長のと

ころの「焼肉セット」と結婚祝いは「フルーツ詰合

せ」をプレゼントしております。 

 7月は納涼例会です。杉田政男さん、清水常三さ

ん、末次哲朗さんの卓話例会でした。 

10月には、日本国有形文化財に指定されている「二木

屋」にて薪能観賞例会を行いました。 

11月は、「家族同伴親睦旅行に京都見物」に行って参

りました。天候にも恵まれて総勢21名の参加をして頂

き、楽しんで参りました。 

12月は寿々家さんにて、忘年例会・クリスマスパー

ティーを盛大に行いました。 

下期も様々な活動がございますが、皆さんの親睦を深

めて参りたいと思います。 

 

◆飯渕昭二会員増強委員会理事 

・会員増強･維持とかかわり

1年と6か月が過ぎました 

・加藤年度において会員増

強･維持委員会の委員長 

・奥津年度においては会員

増強・維持と出席奨励委員

会の理事です 

・奥津年度に関して言えば高出席率を維持し何とか出

席奨励委員長、斎藤委員長のお陰で面目を維持できま

した 

・残念ながら会員増強に関しては実質6名の減なんと

も残念な結果に終始しています 

・でもただ何もしなかったわけではありません 

・候補者名簿の作成 

・会員増強の方法の検討などやってきました 

・また地区主導ではありますが同好会の設立 

・候補者名簿の作成は完了しましたが、コロナの影響

で今一歩前に踏み出せない状況です 

・名簿以外にも残念ながらお亡くなりになった会員様

の後継者にアプローチ 

・ゴルフなど岩槻東RCの行事にお誘いする 

・等々いろいろなご意見はいただきましたが実際行事

を思うように開催ができませんでした 

・しかしやっとリアル例会も開催でき、飲食を伴う集

まりも可能となりました 

・さあこれからです、前期は準備段階でした 

・後期は実行あるのみです 

・同好会活動も12月3日阿津沢会長のもとにワイン同

好会が開催されました 

・来月には橋本かおる会長のもとアウトドア同好会の

第一回結成パーティーを開く予定です 

・またダイビング同好会に関してはストーブダイビン

グと称して温かい温泉につかりに行って第一回の結成

ツアーを奥津会長のもと考えたいと思っています 

・これらの行事に準会員としてどしどし会員外の方を

お誘いしてください 

・まだ入会には無理という方で大丈夫将来いつの日か

を目標にしていただきロータリーを知って頂ければ大

成功です。 

 

◆萩原満久公共イメージ理事 

 9月に「地区ロータリーの

友代表委員」の梶間順子様に

卓話をお願い致しました。 

ロータリーの友にも、クラ

ブのプロジェクトを掲載す

る目的でしたが、未だ実行

されておりません。又、ク

ラブのロータリー旗を作成し、二木屋さんでのイベン

トや、過日の京都旅行へも持参して記念写真を撮って

きました。今後も行事が有る毎に活用して頂ければ…

と思っております。 

 

◆飛田美佐子奉仕プロジェクト委員会理事 

 皆様、こんにちは。何も

わからないまま理事と云う

大役を仰せつかりまして、

遠藤光治地域社会奉仕委員

長のご指導の下、進めて参

りました。 

 先ず、手をつなぐ育成会

を通して、「槻ノ木」には、「発電機」をそして、

「第一やまぶき」には、子供達が喜ぶ任天堂の「ゲー

ム機セット一式」を寄附させて頂きました。 
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地区補助金プロジェクトでは、地区の補助金14万円

を使って、クラブからは7万円を使って寄付させて頂

きました。遠藤光治委員長、お世話になりました。有

難うございます。 

 

◆小泉真悟青少年奉仕委員会理事 

 青少年奉仕委員会担当理

事として、半年間やらせて

頂きました。殆どがカウン

セラーとして、フンちゃん

にからむことが多かった様

に思います。 

 2日前に「米山感謝の集

い」にフンちゃんと共に、浦和のロイヤルパインズホ

テルにて開催され、参加して参りました。フンちゃん

も感謝のご挨拶をして頂きました。担当の先生も来ら

れましたので、先生を通じてのお話からもフンちゃん

がクラブの皆と馴染んで楽しくやつている事も伺いま

した。今日はその時にクリスマスプレゼントにフン

ちゃんから頂いたネクタイをして参りました。これか

らもよろしくお願いします。 

 

◆橋本かほる財団・米山担当理事 

 米山の方では、フンちゃんのお話を今、小泉真悟会

員より行っていただきました。 

財団では、11月2日のロータリー財団月間に、地区よ

り財団部門委員長の藤村 作様に卓話にお越し頂きま

した。現在、財団への寄付がようやく30％に届く程度

ですので、ローターレートも1弗114円で、やや円安傾

向にありますが、そろそろ私も年明けたら、寄付のお

願いに個別に回らせて頂きたいと考えておりますの

で、皆様ご協力を宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

奥津 雅史  先日は、久々のリアル理事会を「都寿

司」で開催致しました。皆さんの笑顔

に癒されました! 本日は、理事の皆

様、どうぞ宜しくお願い致します。

(*^_^*) 

増渕  明  定例会場では、今年最後の例会です。

宜しくお願いします。 

杉田 政男  今年一年は、一ヶ月入院で、大変お世話

になりました。有難うございました。 

阿津澤 清  12月、今年最後の例会場での例会で

す。今日も宜しく! 

加藤 哲男  奥津年度上期、楽しませて頂きました。 

清水 常三  理事の皆さん、上期ご苦労様でした。

下期も宜しくお願い致します。 

山形 照之  会長、幹事、前期はご苦労様です。あ

と1回あります。 

遠藤 光治  先日、ハワイアンセンターに行って来

ました。疲れました。 

中里  仁  みぞれ、寒いですね。 

小宮  勇  今日は寒い。12月の半ばになりまし

た。早いですね。 

橋本かほる  寒いですね。皆様にお会い出来てうれ

しいです。 

飛田美佐子  今年最後の通常例会です。早い一年

だったなぁ。 

京野 新悟  上期、理事報告。皆様、宜しくお願い

致します。 

飯淵 昭二   萩原 満久   斎藤 公司 

加藤 和正   小泉 真悟 

 

 

 

 

 

例会日 総数 出席 欠席 Ｍｕ 出席率 

12/14 
免除3名 

24 
(3) 

18 
(1) 4 2 90.47% 

11/29修正 

免除3名 
24 
(3) 

24 
(2) 0 0 100.0% 

出席報告  

ニコニコBOX金額報告  

12/14合計 ２４，０００円 

今年度累計 ３５５，８１３円 

ニコニコＢＯＸ・出席報告 


