
 

  

 
 

皆さん、改めましてこんにちは。会長が熱

をだした…と言う事で、急遽バトンタッチ

で代役を務めさせていただきます。実は、私

も今日は歯を痛めて、体調が余り良くな

かったので、休もうかと思ったくらいでし

た。最終例会を前にして集金やら色々とあ

るかと思い、出て参りました。先日、山口県

阿児町の隣の町の萩市に山崎和雄会員を

誘って旅行に行って参りましたが、今では

持続型給付金の話は出て来なくなりましたが、一時はこの話でしきりにテ

レビも賑わせていましたが、時の流れと共に今は無くなっています。伊藤博

文さん、佐藤栄作さん、岸信介さん、安倍元総理等々 8 名位の有名な政治家

が多く出ている所と聞きますが山口県は、お金が裕福な場所なんでしょう

か…? 我々は、一喜一憂せずにゆっくり過ごしたら良いのかと考えます。 

 

 
 

1. 国際ロータリーより、「ＲＹＬＡ研修

生派遣」のお礼状が届きました。 

2. 地区より「第34回インターアクト年次大

会開催」の案内が送られてきました。    

 ・日時 ８月22日(月) 12時 受付  

場所 サンシティホール    

3. 地区より「3部門 1委員会合同セミ

ナー」の案内が届きました。 

 管理運営・公共イメージ・会員増強・ＩＴ委員会ほかの委員長宛てに

来ています。 

4. 地区より「前年度年次報告書」が送られてきました。   回覧 

5. 米山記念奨学会より、「岩槻東クラブの第30回米山功労クラブ」の感

謝状が贈られてきました。又、奥津雅史会長宛てに「第1回功労者表

彰」が届きました。 

6. 第4Ｇ三枝和男ガバナー補佐より、ＩＭは開催出来ませんでしたが、パ

ンフレットと記念品として、事業報告のＵＳＢと渋沢栄一冊子が全員

に送られてきました。 

7. 本日、レターケースに、渋沢栄一冊子と週報第41号が入れてありま

す。ご確認下さい。 

8. 今日、例会後に加藤哲男年度の第3回理事会がこの場で行われます。関

係者は出席をお願い致します。 

9. 先日の結婚祝に不良な品が届いてしまいましたが、大変失礼を致し

ました。 

第42例会 2022年7月5日発行 

会長挨拶 菊池和彦副会長 

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1972例会 7月12日(火) 

会   場 定例会場｜ハイブリッド 
例会テーマ 加藤哲男年度初例会 
担   当 会長・幹事 
 

点   鐘 12:30 

斉   唱 君が代・奉仕の理想 
お客様紹介 加藤哲男会長 
会 長 挨 拶 加藤哲男会長 
幹 事 報 告 飯渕昭二幹事 
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 奥津雅史例会委員長 

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42例会 6月14日(火)1969号 
会 場 ハイブリッド開催 
点 鐘 12:30  

６月の花 ひまわり 

会   場 定例会場｜ハイブリッド 
例会テーマ 理事所信･地区委員挨拶 
担   当 会長・幹事 

テーマ 各理事一年間の報告  
 
担 当 会長・幹事 

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 

幹事報告 増渕 明幹事 

本日の例会 
第1971例会 7月5日(火) 

例会案内 
第1970例会 6月25日(土) 

奥津年度合同最終例会 

パレスホテル大宮 
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◆増渕明幹事一言… 

 改めましてこんにちは。思い返せばあっと云う間

の一年間でした。しっかり務まったのか判りません

が、会員皆様のご協力により、ここまでたどり着きま

した。有難うございました。 

 

◆京野新悟管理運営理事  

 皆様、１年間ご協力あり

がとうございました。初め

ての役割を頂いてわからな

い事ばかりでしたが、先ず

は１年間努められて安堵し

ております。それでは、活

動報告させて頂きたいと思

います。 
 

隔週・各月   例会運営（ハイブリッド）結婚祝・

誕生祝 

7月27日  家族同伴納涼例会＠寿々家 

10月15日 薪能観賞例会＠二木屋 

11月28日〜29日 家族同伴親睦旅行@京都 

12月14日 忘年例会@寿々家  

1月11日 新年例会＠久伊豆神社＆焼肉やっ

ちゃん 

3月29日 花見例会＠岩槻城址公園 

5月24日 親睦ゴルフ＆カラオケ例会 

 ＠千葉カントリークラブ川間コース

＆カラオケ館 

6月25日 家族同伴＆合同（大宮北東R C） 

 最終例会＠パレスホテル大宮 

都度 有志ゴルフコンペ 
 

イベントは上記の通りとなりますが、通常例会では、

ハイブリッド例会を1年通じて行うことができました。

これによりコロナによる例会中止することなく例会運

営ができました。岩槻東ロータリーの例会参加率の良

さを継続できたことが本当に良かったと感じていま

す。今年度は運営の方針として、安心・安全・挑戦を

掲げておりました。安心・安全といった部分は実行で

きたかなと思います。挑戦といった部分では、最終合

同例会が残っております。最後までしっかり計画・実

行していきたいと思います。 

 

◆加藤哲男増強・退会防止委員長 

 本日は、飯渕理事が所用のため、増強・退会防止委

員長の加藤が一年を振り返ります。 

 先ず、今年度の会員数の

増減につきましては、1名減

の24名で推移してまいりま

したが、５月に１名の入会

があり、最終会員数が25名

となりました。 

尚、1名退会の理由につきま

しては、病気療養と自身の仕事の都合という内容でし

た。退会防止の観点からすると、理由が明らかな退会

でした。 

何れにせよ、この時点で今迄にない危機感を感じ始め

ました。目標は高く持ちつつも、まず一人入会の気運

が高まったと感じました。 

勧誘の手段については、基本的に職業と地域への貢献

度などを含めた情報の分析と、ある意味飛び込み訪問

も功を奏すると実感しました。 

今回の新会員入会は非常に嬉しくもあり、次に繫げる

ようにしたいものです。今後も新たな情報をもとに、

複数のチームでの訪問を重ねることが有効であると 

思いました。又、同好会の活動では、地区のロータリ

アンの方々と一歩踏み込んだ付き合いが出来て、地区

の委員会などでは非常に心強く、岩槻東RCの看板を 

よりアピールすることも容易になり、クラブ同士の交

流に繋がるはずだと思いました。楽しめるるロータ

リー、魅力あるクラブには人が集まります。 

奥津年度活動計画：クラブにメンター（指導者、助言

者）を設けて、情報収集活動を一元化する。奉仕活

動、特に親睦活動を十二分に楽しむことで会員同士増

強の意識を高める。 

 出席奨励委員会では、先日（5/28）の地区規定審議

会結果報告会に斎藤委員長が出席しており、関心度の

高さには心強く思いました。 

奥津年度活動計画：親睦を基本に考え、楽しいクラブ

ライフにし、出席率の向上を図る。各会員の意識の喚

起を願う。メイクアップには、当委員会に申し出が 

あれば、積極的に出席委員が同行する。  

― 委員会の皆様一年間お疲れ様でした ―  

 

◆萩原満久公共イメージ委員会担当理事 

「活動 報告」ロー タリー

マ ーク の旗 を作り、「薪

能」二木屋の時に集合写真

に撮り週報に掲載しまし

た。又、京都の親睦旅行に

も持参し、夜の懇親会の写

真に撮りました。そして、

本日のテーマ 各理事一年間の報告 
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 カラオケ例会、木村献会員の歓迎会にもロータリー

マークの旗を掲げて写真を撮り週報、ホームページに

も掲載致しました。 

地区より、梶間順子ロータリーの友地区代表委員にも

我がクラブへ卓話に来ていただきました。(萩原満久

理事についてはZOOM参加の為原稿は一部変更させて頂

きました。) 

 

◆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。奉仕プロ

ジェクトは遠藤光治委員長

の元にやらせて頂きました。

当初はバス旅行を考えてい

ましたが、方向転換して発電

機などの寄贈に変えさせて

頂きました。コロナが早く終

息して以前の様な活動が出来ると良いと思っておりま

す。有難うございました。 

 

◆小泉真悟 青少年奉仕委員会 

 一年前の所信では、「コロ

ナ禍の中ではありますが試

行錯誤しながら活動して参

ります。」終息を見据え、も

う少し積極的に活動する予

定でございました。しかし、

他の委員会担当理事同様、コ

ロナに翻弄された一年間でありました。 

とはいえ米山記念奨学生カウンセラーとしては、奨学

生のレ・ティ・フンさんは、例会参加を促すまでもなく、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

真面目に出席してくれます。 

授業と例会が重なった際にも、リモートにての参加、移

動例会等も暖かく迎え入れられ心から楽しんでいるよ

うに見受けられます。 

改めてカウンセラーハンドブックに目を通し、審査基

準の厳しさ、奨学生の志の高さ、カウンセラーとして

の責任を再確認いたしました。 

オリエンテーション等に出席する中、フンさんの素

直な性格は際立っているようで、ゼミの先生からも

お墨付きを頂いております。 

本人曰く、まもなく運転免許取得、また目下就活中で

日本での就職を希望しているようです。 

様々な制限下、カウンセラーとして何もできないと

の忸怩たる思いはございますが、フンさんの笑顔に

救われ、支えられ、継続一年間、活動して参ります。 

 

◆橋本かほる財団・米山委員会担当理事 

 財団部門委員長の藤村作

様に卓話に来ていただきま

した。そして、田村パストガ

バナーにも 5 月 31 日にロー

タリー財団についての卓話

にお越し頂きました。寄付に

関しては、杉田政男会員に

1800 ドルもの大金をご寄付して頂き、米山、財団、ポリ

オプラスに関しても 100％達成出来ましたので、感謝と

共に御礼を申し上げます。有難うございました。 
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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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増渕  明 定例の例会場は本日で、最後となりま

す。一年間有難うございました。 

杉田 政男 奥津年度の最終例会、一年間有難うござ

いました。理事の方々にも宜しくお伝え

ください。 

加藤 哲男 奥津会長、無事、最終定例会おめでとう

ございます。 

遠藤 光治 最近の雷・竜巻・ひょうの災害に気を付

けましょう。 

菊池 和彦 理事の皆様、一年間お疲れ様でした。 

飛田美佐子 結婚祝いを頂き、有難うございました。

久しく忘れていました。（笑) 

清水 常三 役員・理事の皆さん、一年間大変ご苦労

様でした。 

阿津澤 清 早いもので1年が経ってしまいました。

元気でまだまだガンバリます。 

山崎 和雄 いよいよ、最終例会ですね。奥津会長、

増渕幹事、大変ご苦労様です。 

斎藤 公司 今日の食事も美味しかったです。 

小宮  勇 奥津年度、早いもので最終コーナーに

なってしまいました。コロナも少し落ち

着いて来たようですが!! 

京野 新悟 理事、活動報告、宜しくお願い致しま

す。 

橋本かほる 今日は一年の報告です。早いですね。 

小泉 真悟 いよいよ最終例会、奥津会長、増渕 幹

事はじめ皆様、1年間誠に有難うござい

ました。 

中里  仁 奥津年度、終わりですね。 

木村  献 中々、参加出来ず、申し訳ありません。 

加藤 和正   丹野 寿明   山形 照之 

ニコニコBOX金額報告  

6/14合計 ２５，０００円 

今年度累計 ７２３，８１３円 

ニコニコＢＯＸ・出席報告 

例会日 総数 出席 (Zm) 
合計    欠席 Ｍｕ 出席率 

6/14 
免除3名 

25 
(3) 

22 + (3) 
(2) 1 2 100.0% 

5/31修正 

免除3名 
25 
(3) 

18 + (1) 
(0) 3 0 86.36% 

出席報告 (Zoom出席を含む)  

 本日、オンライン参加は、水戸 恵会員・  

 萩原満久会員・萩原秀咲会員の3名です。   

一
年
間
の
思
い
出 


