
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 二度目の会長職を引き受ける

にあたり、改めて会員の皆様に

は一年間よろしくお願いいたし

ます。 

会長職は、常に地区との関わり

合いが多い立場であると思いま

す。最近ではダイレクトに地区

発信のメールが多くなったよう

に感じます。特に委員会などの

開催に先立ち、資料の提出の機

会も増えます。 

見落としが無いように、そしてクラブの状況が最大限に反映されるように

努めます。又、クラブに対しては常に正面から向き合い精進してまいる所

存です。とりあえず、第一回例会の会長挨拶と致します。 

第01例会 2022年7月12日発行 

会長挨拶 加藤哲男会長 

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1973例会 7月19日(火) 

会   場 定例会場｜ハイブリッド 

例会テーマ 各担当理事所信・ 

 地区委員挨拶 

担   当 会長・幹事 
 

点   鐘 12:30 

斉   唱 我等の生業・四つのテス

 ト･ロータリーの目的 

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 

お客様挨拶 第4G G補佐内山泰成様 

 G幹事 十文字裕司様 

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 

本日の例会 
第1965例会 5月17日(火) 

 

加藤哲男年度(2022～2023) 

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 

第01例会 7月5日(火)1971号 
会 場 ハイブリッド開催 
点 鐘 12:30  

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＆ 

 会員卓話 

担   当 会員増強委員会 

テーマ 会長及び幹事所信表明  
  
担 当 会長・幹事 

2022-2023年度 会長方針 

楽しもうロータリー 

楽 し も う 社 会 奉 仕  

楽しもうロータリー仲間 

本日の例会 
第1972例会 7月12日(火) 

会長・幹事 バッチ交換式  

恒 例 の 新 旧 会 長・幹 事

バッチ交換式が行われま

した。先ず奥津雅史会長

より、加藤哲男直前会長

へ、増渕 明幹事より萩

原満久直前幹事へ又、加

藤直前会長より奥津会長

へ萩原直前幹事より増渕

幹事へバッチを付けまし

た。 
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1. 地区より「各部門

セミナーの登録料

振込み」のお願い

が届きました。 

2. 地区より「地区部

門 セ ミ ナ ー の 案

内」が 届 き ま し

た。(管理運営、公

共イメージ、会員増強維持、IT委員会)川口市民

ホール フレンディア 7/16(土)午後１時 点鐘 

3. 地区より「青少年奉仕部門セミナー」の案内が届

きました。 

 ・7/23(土)午後1時30分点鐘  

 ・上尾文化センター 

4. 地区より「ロータリー財団部門セミナー」の案内

が届きました。 

 7/30(土) 午後2時半点鐘 パレスホテル大宮 3F   

 改めて詳しいご案内は流させて頂きます。 

5. 財団室より「財団ニュース7月号」が届きました。  

回覧 

 蓮田RCより50周年記念誌が送られてまいりまし

た。  回覧します。 

6. 本日、レターケースに ①ロータリーの友 7月号 

②ガバナー月信6月･7月号 ③年度計画書  ④奥津

年度週報2週分 が入れてあります。加藤年度の週

報ファイルは次回に新年度の週報と共に配布致し

ます。以上ご確認ください。 

7. 今晩6時より雅致にて加藤年度「第4回理事会」を

行います。宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆加藤和正地域社会奉仕委員長  

 皆さん、こんにちは。先

日来「岩槻まつりの協賛

金」の集金をさせて頂いて

おります。一般的には、概

ね集まっている様ですが、

岩槻ロータリークラブと

岩槻東ロータリークラブを残すのみとなっている様で

す。広告の方も７月８日が締め切りという事です。どう

ぞ宜しくお願い致します。 

 

 

 

◆加藤哲男会長所信 

 第43代会長を拝命するにあたり、所信を表明いたし

ます。 

先ずは、歴代の会長そして会員の皆様には、岩槻東

ロータリークラブの伝統を守り、更なる成長を目指し

活動していることに敬意と感謝を申し上げます。 

現在、世界はウィズコロナとロシア・ウクライナ問題

で混沌としています。 

2022－23年度、ジェニファーE.ジョーンズRI会長は、

「IMAGINE  ROTARY」をRIテーマとして掲げられました。 

細淵雅邦ガバナーは、地区活動方針を（イマジン＝想

像）、地区運営方針には（想像しよう未来への調和を 

―ロータリーにDEIの爽やかな風をー ）とされまし

た。抽象的なRIテーマですが、多様性の時代には素晴

らしい発想です。 

幹事報告 飯渕昭二幹事 

会長及び幹事所信 

委員会報告  

レ・ティ・フンさんより一言・・・ 

最終例会楽しかったです。有難うございました。学校でも

奨学金を貰いました。日曜日は、地区の会議に奥津前会

長と共に参加して、今後の事を話合いました。 

 IWATSUKI-EAST ROTARY CLUB WEEKLY REPORT 

奥津雅史直前会長に米山功労者賞が米山記念将学

会より、又、増渕 明直前幹事にPHF賞がロータリー財

団より送られて参りました。おめでとうございます。 
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 今後も、クラブの方向性を見失わないように、地区よ

り発信される情報を分析し 且、大胆に反映させるこ

とを基本とします。 

クラブ定例会開催については、オミクロン株に十二分

に配慮しながら、できるだけリアルでの参加を推奨し

ます。 

又、夜間例会は親睦の基本であり、大切なのは会員に

とっての心地よさへの配慮だと考えます。 

最重要課題として、一に会員増強で二つ目は高年齢者

会員の皆様方が増えているため、緩やかに着実に世代

交代の準備をすすめること。今後は、大先輩会員の貴

重な卓話をできるだけ多くいただき、岩槻東の心得を

再確認することです。 

先ずは上半期、社会不安の解消と経済活動の平常化、

関係者すべての方々の健康で快適な生活環境を維持さ

れることを祈念します。 

岩槻東ロータリークラブの会員皆様のご協力よろしく

お願いいたします。 

 

 

◆飯渕昭二幹事所信 

 幹事を仰せつかりました、飯渕と申します。未だにコ

ロナが終息しておりませんが、コロナに関しては、掛

かってしまった時にどう対応していくか…? を考え

ておいて、万が一の時はその様な対応が出来る様にし

て行きたいと思います。 

次に会長、また委員会同士の橋渡し的黒子に徹しよう

と考えています。クラブの活動は会長の意向のもと、各

委員会にて進められていますが、なかなか1つの委員会

では限界があり、複数の委員会が一つのプロジェクト

を進める事の有意性は誰もが考える所です。 

 この動きを円滑にスムーズに行う為に全力を注ぎた

いと考えています。また、事務局との連携を密にし、会

の運営が遅滞なく行われるよう、努力致します。最後に

風通しの良い、誰もが意見の言える開かれたクラブを

会員の皆様と一丸となって作って行きたいと考えてい

ます。 

本年度一年宜しくお願い致します。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

■ 飯渕 昭二会員 ご結婚記念 

■ 京野 新悟会員   〃 

 

■ 萩原 秀咲会員 お誕生祝い 

■ 丹野 寿明会員   〃 

■ 中里  仁会員   〃 

■ 増渕  明会員   〃 

 

 

 

 

 今月、結婚月・誕生月の皆様、お目出とうございます。これからもお元気で‥‥。 
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７月ご結婚記念・お誕生祝い  

加藤哲男会長のクラブ運営方針は、年度計画書を参照

してくださる様、お願い致します。こちらは割愛致します。 

写真上は、第一例会風景

です。又、左は今年度の

会計役の小宮 勇会員と

下の写真は橋本かほる例

会委員と斎藤公司出席奨

励委員長です。 
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 2022～’23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   加藤 哲男 
例 会 場 さいたま市民会館いわつき Tel  048-756-5151 幹    事  飯渕 昭二 
クラブ事務局   Tel 048-757-9786  Fax 048-756-5539 会報委員長 萩原 満久 

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

  

 

 

 

 

 
 

加藤 哲男 加藤年度スタートしました。宜しくお願

い致します。 

飯渕 昭二 第1回例会有難うございます。1年間宜し

くお願いします。 

奥津 雅史 皆様、一年間そして最終例会では、大変

お世話になりました!! 心よりお礼申し

上げます。(^^♪ 

増渕  明 加藤哲男、飯渕年度、いよいよですネ。

一年間宜しくお願いします。 

山形 照之 新年度会長・幹事頑張って下さい。 

杉田 政男 加藤年度、第1回例会おめでとうござい

ます。本年も宜しくお願い申し上げま

す。 

阿津澤 清 奥津年度、最終例会が楽しく出来まし

た。良かったです。 

加藤 和正 クラブ会長、加藤哲男様、クラブ幹事、

飯渕昭二様、御就任おめでとう! 

菊池 和彦 加藤会長、飯渕幹事、新年度初例会、誠

におめでとうございます。 

萩原 秀咲 加藤年度のスタートを祝します。誕生祝

い有難うございます。 

斎藤 公司 加藤丸の出航、皆で協力しましょう。 

清水 常三 会長加藤さん、幹事飯渕さん、1年間宜

しくお願いします。 

遠藤 光治 加藤哲男年度の船出、おめでとうござい

ます。 

山崎 和雄 加藤会長、飯渕幹事、新たなスタートお

めでとうございます。 

小宮  勇 加藤哲男会長、飯渕昭二幹事、いよいよ

スタートしました。大いに楽しみましょ

う! 

丹野 寿明 誕生祝い有難うございます。 

橋本かほる 加藤、飯渕年度、初例会おめでとうござ

います。 

飛田美佐子 加藤年度の始まりですね!! 益々楽しい

岩槻東ロータリーで有ります様に(^^♪ 

京野 新悟 新年度も宜しくお願い致します。結婚祝

有難うございます。 

小泉 真悟 本日は初例会、加藤哲男会長、飯渕幹

事、1年間宜しくお願い致します。 

末次 哲朗 お世話になります。 

水戸  恵  

ニコニコBOX金額報告  

7/5合計 ４７，０００円 

今年度累計 ４７，０００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 

7/5 
免除3名 

25 
(3) 

22 + (2) 
(2) 2 0 90.90% 

6/14修正 

免除3名 
25 
(3) 

25 + (2) 
(2) 1 1 100.0% 

出席報告 (Zoom出席)  
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本日のオンライン参加： 萩原満久会員  

(所信表明中の加藤会長) 

加藤哲男年度、第一例会は90％の出席率でした。我がク

ラブは、他クラブに比較して、出席率は常に上位を占めて

おります。皆様のご出席に感謝申し上げます。 


