
 

  

 
 

■ 第4グループ ガバナー補佐 内山泰成様(大宮西RC)  

■ 第4グループ グループ幹事 十文字裕司様(大宮西RC) 

 

 
 

 先ずは、大宮西RC 第4Gガバナー補

佐 内山泰成様 グループ幹事 十文

字裕司様、表敬訪問にお越しいただき

光栄に存じます。 

 先週5日の理事会において、7月30日

予定のBBQ例会を中止し、26日の通常例

会に変更する案が承認されました。内

容につきましては「クラブ研修リー

ダー」担当による「冊子・ロータリー

の基礎」を使用した講義となります。 

又、7月16日から8月7日の間において、毎土曜日に3件と8月の日曜日には

地区セミナーの予定が組まれています。会長・幹事ほか担当委員長におか

れましては、お忙しい中よろしくお願いします。   

本日の例会テーマは各理事の所信発表、並びに地区委員の挨拶です。 

 現在、首都圏を中心に第7波新型コロナが再度脅威を増しつつありま

す。十分にご注意をお願いします。そして今週は戻り梅雨の様です。 

 会員の皆様にはご自愛ください。       以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. 地区より「米山奨学生卒業文集」が

クラブと小泉カウンセラー、フンさ

んに届きました。 

2. 大宮西RC、大宮北RC、大宮北東RCよ

り、週報が送られて参りました。  

回覧 

3. 本日、レターケースに ① ロータ

リー情報誌 １冊、②ロータリーへ
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 のお誘いと入会申込書 ③ 加藤哲男年度週報ファ

イルと第1号の週報か入れてございます。 

 御確認下さい。 

 

 

 

◆第 4グループ ガバナー補佐 内山泰成様  

皆様、こんにち

は。只今ご紹介され

ました第4グループ

ガバナー補佐を仰

せつかりました大

宮西 RC の内山泰成

と申します。隣は、

グループ幹事の十

文字裕司です。1 年

間宜しくお願い申

し上げます。先ずは、加藤哲男会長、飯渕昭二幹事、ご

就任おめでとうございます。加藤哲男会長は2度目の会

長と云う事でお疲れ様です。第4グループを引っ張って

頂ければ…と思います。先日は、元ガバナー補佐の皆様

にお集まりいただき、ご指導やらアドバイスを頂きま

した。山形照之様、加藤和正様、菊池和彦様が出席頂き

ました。 

 今年度は RI 会長にジェニファー E.ジョーンズ氏が

就任致しました。彼女はカナダのオンタリオ州出身で、

RI 初めての女性会長との事です。「イマジン・ロータ

リー」をテーマにしておられます。2770 地区のガバナー

には、細渕雅邦様が就任致しました。「創造しよう未来

への調和」―ロータリーにＤＥＩの爽やかな風をーを

提唱しておられます。又、10/8(土)には、ＩＭを予定し

ておりますので、宜しくお願い致します。 

 

◆第 4グループ幹事 十文字裕司様 

 皆様、こんにち

は。ご紹介頂きまし

た大宮西 RC の十文

字裕司と申します。

ＩＭ実行委員さん

には、既に今迄に 3

回の実行委員会を

開催致しており、7

月には、第 4 回目の

会議を予定しております。それは、今年度は 10 月にＩ

Ｍを開催し、11 月の地区大会には発表をしなければな

らない為に、早い時期から会議を入れさせて頂いてお

ります。 

慣れないところでご迷惑をお掛けすると思いますが、

ご指導をどうぞ宜しくお願い致します。 

  

 

 

◆増渕 明クラブ管理運営理事 

 今年度、クラブ管理運営委

員会の担当理事を仰せつか

りました増渕 明です。以前

も一度やらせて頂きました

が、まだまだ経験や知識が

浅く、諸先輩方のお力添え

やご指導をいただきながら、健全で活気あるクラブ作

りを目指したいと思います。 

活動の方では、結婚祝、誕生祝いの贈呈。 

カタログセットとお米を提供させて頂きます。 

浅草の散策、親睦旅行、忘年例会、新年例会、花見例会

などの活動を企画しております。 

プログラム委員会では、奥津雅史委員長を中心に委員

会全体で協力して「楽しめる」「学べる」「為になる」

例会作りの為に助け合う事を目指します。 

IT 委員会では、萩原満久委員長の元、ハイブリッド例会

における環境整備。プログラム・例会委員会との情報共

有及び協力。多忙な会員への ZOOM 参加の周知、促進。

以上となっております。 

 

◆阿津澤清会員増強理事 

今年度、増強・退会防止委

員長に返り咲きました。皆

様のご協力で増強をお願い

します。 

時間も根気もいりますが、ご

推薦を期待しております。 

谷口社長が、こういう事でロータリークラブに入れな

かったのですと話してくれました。残念ですね。誘って

くれて申し訳なかったと謝られてしまいました。健康

であれば良かったですが… 

最近はコロナ感染予防の為、イベントや奉仕活動など

出来ない状態ですが、少しづつ再開していきたいです。

ロータリークラブのイメージをアップして増強に繋げ

ていきたい。 

各理事所信 
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写 真 左 は、第 4 グ

ループガバナー補

佐 内 山 泰 成 様 よ

り、新 会 員 バ ッ チ

を胸につけて頂い

て い る 木 村 献 会

員、ご入会おめで

とうございます。 

お客様ご挨拶  
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 出席奨励委員会は当クラブは出席率が素晴らしいの

で、くずさないように頑張りましょう。斎藤委員長よろ

しくお願いします。 

 

◆萩原満久公共イメージ理事 

 改めまして、こんにちは。

久し振りの例会出席です。公

共イメージ担当理事と云う

事で、1年間宜しくお願い致

します。ロータリアンが地域

の皆さんに、どの様な活動を

しているのか? わかって頂く為にクラブの旗やベスト

を着ていろいろな活動に参加したいと考えております。 

 今年度は、地域の人達への認知度をあげる為に、他の

委員会ともタイアップしながら、ロータリーをＰＲし

ていくと共に、会員増強につながる様にしていくのが

目標です。  

 

◆菊池和彦奉仕プロジェクト理事 

 皆さん、こんにちは。 

奉仕プロジェクト委員会担

当理事を拝命いたしました

菊池です。 

この委員会は職業奉仕、地

域社会奉仕・ブライダル、

国際奉仕の3つの委員会で構成しています。各委員長

におかれましては、委員会や炉辺ミーティングを多く

開催され、強いリーダーシップと活性化を期待してい

ます。そして決定した事業を理事会で承認を得るのが

私の役目だと思っています。 

職業奉仕委員会は小宮勇会員が委員長です。 

職業奉仕はロータリーの根幹です。 

会員相互の職業理解を深めたり、職業倫理に関する講

師卓話を期待しています。 

職業スキルを生かした奉仕プロジェクトを立案したい

ですね。阿津澤会員は給食等の食品専門会社を経営さ

れています。養護施設や子供食堂にBBQや食事の提供

もプロジェクトの1つだと思います。 

地域社会奉仕・ブライダル委員会は加藤和正会員が委

員長です。 

地区補助金事業は岩槻区内の小学校サッカークラブ対抗

のサッカー大会を開催します。また岩槻まつりには広報

を含めてピンクリボンの募金活動を行う予定です。 

国際奉仕委員長は丹野寿明会員が委員長です。 

今年度は国際奉仕事業については準備期間だと考えて

います。会員の皆様に日韓親善会議や日台親善会議、

国際大会への参加を促しましょう。国際大会は来年の

6月末にオーストラリアのメルボルンで開催されま

す。風光明媚でテニスの全豪オープン開催地としても

有名ですね。是非クラブでも参加の方向で計画しては

いかがでしょうか！ 

以上、奉仕プロジェクトの3委員会はロータリー五大

奉仕部門の3部門なので、しっかり活動していきたい

と思います。 

一年間宜しくお願い致します。 

 

◆山崎和雄青少年奉仕理事 

 皆さんこんにちは。青少

年の担当を仰せつかりまし

た山崎和雄です。 

委員長は、小泉真悟会員で

すが、協力して行っていき

たいと思っております。以

前、第一高校にインターアクトを作りましたが、顧問の

先生が見つからなくて、インターアクトが消滅してし

まいました。一方、青少年交換は今迄、大勢の学生さん

の交換をやって参りました。 

今後も宜しくお願い致します。   

 

◆飛田美佐子ロータリー財団・米山委員会担当理事 

 ロータリー財団・米山委

員会担当理事を拝命しま

した飛田美佐子です。宜し

くお願い致します。ロータ

リー財団の使命は、ロータ

リアンが人々の健康状態

を改善し、教育への支援を高め貧困を救済する事を

通じて世界理解・親善・平和を達成できるようにする

ことです。 

 世界のニーズに対応する為に、ロータリー財団の

奉仕活動が増え続けている中、手続きの簡素化と同

時に奉仕の大いなる成果がのぞまれる様になりまし

た。皆様がロータリアンとして、プライドと自覚を持

ち、大きな夢のかけらの一つになれる様に、ご協力を

お願い致します。 

財団の委員長に橋本かほる会員、米山の委員長に奥

津雅史会員と共にやらせて頂きます。 

 

 
 

◆飯渕昭二会員増強維持委員会委員 

 今年度も一年間、会員増強の方でお世話になります。

早速、3部門 1委員会のセミナーが7/16(土)に開催され

ます。奮ってご参加下さい。地区では、同好会活動を活
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  発にして、他クラブのメンバーと仲良しになり、いろん

な情報を交換して、楽しく飲んだり、食べたり、話した

りしながらしいては、ロータリーを辞めないでね…。と

いった事に繋がる様、期待しています。今後も同好会活

動にも奮ってご参加下る様、お願い致します。 

 

◆増渕 明資金推進委員会委員 

 今年度、初めてロータリー財団地区資金推進委員会

委員に出向させて頂きました。私自身未だ何もわかっ

ておりませんので、今暫く勉強させて頂いてから、皆様

の前でいろいろとお話させて頂くつもりですので、少

しの間時間を下さい。宜しくお願い致します。 

 

◆奥津雅史米山記念奨学増進委員会委員 

 米山奨学増進委員の奥津雅史でございます。簡単に

申しますと、米山梅吉さんによって創設された委員会

かと云われております。以前は、職業奉仕委員会でした

が、今迄に米山奨学生として卒業したジャム・ヤン君、

ジョルダン君、揚揚さん、そしてレ・ティ・フンさんな

ど、素晴らしい学生を排出して来られた米山奨学委員

会に興味を持った為に、配属させて頂きました。 

 増進はその学生達の奨学金の財源となる奨学金の増

進をつかさどる委員会でもあります。 

一年間頑張りますので、どうぞ宜しくお願い申し上げ

ます。 

 

 
 

内山泰成様(第4Gガバナー補佐・大宮西RC) 

 本日は、岩槻東RC様、表敬訪問に伺い

ました。加藤会長、飯渕幹事様はじ

め、会員の皆様、一年間どうぞ宜しく

お願い致します。 

十文字裕司様(第4Gグループ幹事・大宮西RC) 

 本日は、表敬訪問、宜しくお願いします。

本年度一年間、宜しくお願いします。 

加藤 哲男  内山ガバナー補佐、十文字グループ幹

事ようこそ。本日は、各理事の所信表

明、地区委員の挨拶、宜しくお願いし

ます。 

飯渕 昭二  内山ガバナー補佐、十文字幹事、よう

こそ。本日はありがとうございます。 

斎藤 公司  第4グループガバナー補佐、内山様、幹

事十文字様、ようこそ。ご指導宜しく

お願いします。 

阿津澤 清  今年度の増強を宜しくお願いします。 

山崎 和雄 内山ガバナー補佐、十文字幹事ようこ

そ! 楽しんで下さい。 

奥津 雅史 内山ガバナー補佐、十文字幹事、よう

こそ我がクラブへお越しくださいまし

た。本日は宜しくお願い致します。 

(^^♪ 

( 同趣旨 )  橋本かほる   小宮  勇 

 菊池 和彦   杉田 政男 

 京野 新悟   増渕  明 

加藤 和正 第4グループガバナー補佐 内山泰成様 

    グループ幹事 十文字裕司様、ご 

 就任おめでとう! 

遠藤 光治 加藤年度、理事の皆さん、本年も宜し 

 くお願いします。 

飛田美佐子  内山様、十文字様、岩槻東へようこそ。 

 安倍元総理の事件はショックでした。 

木村  献  ようやく出席する事が出来ました。 

 感謝です。 

清水 常三   水戸  恵   萩原 満久 

小泉 真悟 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニコニコBOX金額報告  

7/12合計 ３０，０００円 

今年度累計 ７７，０００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 

7/12 
免除3名 

25 
(3) 

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

6/25修正 

免除3名 
25 
(3) 

25 + (2) 
(2) 0 0 100.0% 

出席報告 (Zoom出席)  
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本日のオンライン参加：  

萩原秀咲会員・丹野寿明会員  


