
 

  

 
 

 皆様いかがお過ごしでしょうか。 

新型コロナ株の新規陽性者の人数だけ

が注目される毎日です。 

不要不急の外出の自粛についての呼び

かけは当たり前であり、感染者との関

係について、世間の皆さんはどのよう

に感じているのでしょうか。今一番危

険であり気を付けなければならないの

は熱中症です。実際に私が 50 代の頃に

体験して九死に一生を得たことがあります。手遅れになると即、死に至りま

す。肝心なことは誰も教えてはくれないので、同じ環境にいる者同士で互い

に注意し合うしかありません。本日の例会テーマは、プログラム・例会委員

会担当による会員卓話です。次回の例会までご自愛ください。   以上 

 

 

 

1. 地区より「細渕ガバナーの東京五輪のレガシー」が届きました。  

回覧します。 

2. 地区より「社会奉仕セミナー の案内」が届きました。 

 ・日時 ８月21日(日) 15:00～  

 ・場所 大宮ソニックシティ 地下1階展示室 第4・第5 

3. 地区より「国際奉仕部門セミナーの案内」が届きました。  

 ・8月21日(日) PM2:00 

 ・場所 大宮ソニックシティ 602号室  

4. 第4G内山泰成ガバナー補佐より、

「第4回 会長・幹事会の案内」が

届きました。 

 ・場所 ふな又 PM6:00～ 

5. 久喜ロータリークラブより、「創立

50周年記念 チャリティゴルフコン

ペの案内」が届きました。 9月15

日(木) 鴻巣カントリークラブ こ

の件はすでにFAX入れております。

希望者は8月10日までに事務局へご連絡下さい。 

6. 大宮東ロータリークラブより、7月の週報が届きました。 

7. 本日、レターケースにロータリーの友誌 8月号、ガバナー月信8月号 

 加藤年度週報 第3号・第4号が入れてあります。  ご確認下さい。 

 

 

第03例会 2022年8月9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1977例会 8月23日(火) 

会   場 定例会場｜ハイブリッド 

例会テーマ 卓話 杉田政男会員・ 

 元米山奨学生アレハン

 ドロ・ジョルダン君 

担   当 IT委員会 
 

点   鐘 12:30 

斉   唱  

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  

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    

第05例会 8月2日(火)1975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 会員卓話 

担   当 増強・退会防止委員会 

テーマ プログラム・例会担当例会 
 
担 当 プログラム・例会委員会 

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1976例会 8月9日(火) 

幹事報告 飯渕昭二幹事 

国際ロータリー第2770地区  
第4グループ 

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 
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◆萩原満久会報・広報委員会委員長 

 ロータリーの友誌8月号

の掲載記事のご紹介をさ

せて頂きます。 

縦書き 23ページに、浦和東

ロータリークラブの記事

が載っております。 

「保護猫について学ぼう」と云うタイトルで、子供達に

保護猫の存在を伝え、思いやりの心を育んでもらおう

と「愛の保護猫プロジェクト あつまれ!  猫好き子供

たち」を実施、親子連れなど約 2,000 人が訪れた。 

 子供たちは、地域猫や保護猫についての講演に耳を

傾け、80 数匹の保護猫たちと触れあったり、展示写真に

見入ったりと、思い思いの時間を過ごしていた。と云う

記事が掲載されておりますので、ご覧ください。 

 

 

 

『クラブ活性化について』 

◆遠藤光治クラブ研修リーダー委員 

皆さん今日は、私もク

ラブ在籍年数が34年とな

りました。そこで、昔は

会員数が多い時には60名

位居たときも有りまし

た、そのころは、組織図

でも委員会メンバーも10名以上居る所も有りまして委

員会活動も活発に行われていました。 

しかしながら、現在では会員数も少なくなり、単独の

委員会活動が出来ない状態となっています。 

そこで、今はグループごとに合同委員会を開いて居り

ます、そのことが、一つの原因になっているのか分か

らないので有りますが、例会担当委員会のための委員

会が行われていないような気がします。 

ロータリーは委員会で決めたことが理事会にて承認し

て頂き、行動に移して行くことになっています。理事

会で承認して頂けない時は、また委員会を開いて再度

検討して理事会に提出して承認を頂き行動して行くよ

うな組織になっています。 

私は、奥津年度の時に卓話をさせて頂きましたとき

のガイ・ガンディカーの散策は100年まえのロータ

リーの考え方で現在のロータリーの定義・基本理念、

等が変わってないところがロータリーの長く続く要因

なのかと思いました。 

また、詳しいことは前回の例会で小宮勇会員が担当で

読み上げた研修会資料ロータリーの基礎またロータ

リーの友2021年7月号から2022年6月号のガイの散策と

言うところを見て頂けたら良いかなと思います。 

話は変わりますが、16年前の太刀川年度の時に当クラ

ブのバナーにもなっている玄奘三蔵法師の塔と慈恩寺

さんの間のグランドデザインを小山高専の尾立先生に

委員会報告  
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■ 加藤 和正会員 お誕生祝い 

■ 山崎 和雄会員   〃 

■ 飯渕 昭二会員   〃 

■ 京野 新悟会員   〃 

■ 小泉 真悟会員    〃 

 

 

 

今月、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‥‥。                     

８月ご結婚記念・お誕生祝い  

我がクラブ恒例の会員皆さんと、笑顔で挨拶の風景です。 
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 お願いして玄奘三蔵法師を岩槻の観光の一つになれば

と事業を行いました、その時の資料を東玉の戸塚会長

を通じて埼玉高速鉄道の荻野社長に渡して有りますの

でご承知おき下さい。 

 

 

 

 

 

◆増渕 明クラブ管理運営担当理事 

 

 

 

 IWATSUKI-EAST ROTARY CLUB WEEKLY REPORT 

本日のテーマ    委員会担当例会 

プログラム・例会委員会 

増渕 明管理運営担当理

事より、パワーポイントによ

る発表が行われました。 

内容を右隣の映像にて、

お話して頂きました。 

とても解り易く良かったで

す。有難うございます。 

本日の例会は、会場の都合により、５階の５０５・５０６号室に

て行いました。 コロナ禍の為、広々とした感じです。 
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 ◆奥津雅史プログラム・例会委員長  

 「ガバナンス」とは、日本

語では「統治･支配･管理」

と訳される。 対象が何で

あるかによって、その意味

合いは変わってくるが、企

業でのガバナンス、いわゆ

るコーポレートガバナンス

という意味では、健全な企

業経営を行うために求められる管理体制の構築や企業

の内部統治を指すことが多い。 
 

ガバナー (Governor) (ＤＧ) 

ガバナーは理事会の一般的な指揮、監督の下に職務を

行うその地区におけるＲＩの役員である。 地区内のク

ラブの管理は、ガバナーの直接監督下に置かれる。 ガ
バナーは地区内のクラブに対する指導および監督を行

うことで、ロータリーの綱領を推進する任務を課せら

れている。 

●「ガバナンス」の必要性 

近年、なぜ企業や組織において「ガバナンス」の必要

性が増しているのか。その理由についてもきちんと理

解しておきたい。主な理由は3つある。まず、1つ目は

情報の価値が向上してきていること。当然ながら、万

が一流出した際のリスクもより深刻になってきている

ので、管理の徹底が必要になったといえる。 
 

2つ目は、社内の情報が発覚しやすくなったことだ。

情報化社会では、誰もが簡単に情報の発信者となれる

ので、会社の良さも問題点も世間に伝えやすい。何ら

かの取り決めを社内に設けていなければ、重要な情報

が次々と漏えいし会社の信頼を失いかねなくなっている。 
 

最後の3つ目は、「ガバナンス」の強化が企業価値の

向上につながるからである。社会的に優良企業として

認められるようになると、従業員の意欲も高まり生産

性が向上し、企業価値も高まる。こうした循環を創出

していくためにも、企業が「ガバナンス」を重視する

ようになっている。 

 
クラブ諸会合   

クラブ協議会  家庭集会 （委員会）年次総会  

理事会 

公式訪問 

ガバナー公式訪問は、ガバナー自身が地区内の各ロー

タリークラブを以下のような目的をもって訪問するも 

のと定義されています。 
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ー ☆ ☆ ☆ ー 

 

 

 

 

 

 

 

・ロータリーの重要な問題に焦点を当て関心を持たせ

る 

・弱体および問題のあるクラブに特別な関心を払う 

・奉仕活動への参加に対するロータリアンの意欲をか

き立てる 

・クラブの定款および細則が、組織規定を順守してい

ることを確認する。規定審議会後は特にこれを行う 

・顕著な貢献をしたロータリアンをガバナー自ら表彰

する 

ガバナー訪問に備えて 

・目標に向けた進捗を確認しておき、ガバナーへの質

問や話し合いたい案件を考えておきましょう 

・委員会活動の計画と状況を報告できるよう準備して

おきましょう。また可能であればガバナー訪問とタイ

ミングを合わせて特別行事を開くとよいでしょう。

（加盟認証状伝達式、入会式、新会員オリエンテー

ション、表彰式、財団寄付者を招いた夕食会や昼食会

など） 

 

ー ☆ ☆ ☆ ー 
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遠藤光治会員より、ご紹介がございました「元荒川和船まつ

り」が、来る8月27日(土)に行われます。都合の付く方はご参

加下さい。 
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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  皆様、如何お過ごしでしたか。本日は

誕生・結婚祝です。おめでとうござい

ます。プログラム・例会委員会担当卓

話、宜しくお願いします。 

遠藤 光治  暑さに負けずに頑張りましょう。 

奥津 雅史  本日は、私を含むプログラム・例会委

員会の卓話です。宜しくお願い致しま

す。(^^♪ 

阿津澤 清  高校野球、埼玉代表、聖望学院ガンバ

レ!  浦和学院残念でした。 

杉田 政男  猛暑日が続いています。熱中症にお気

をつけ下さい。 

加藤 和正  誕生祝いありがとう!! 

斎藤 公司  毎日、猛暑です。ご自愛を! 

小泉 真悟   誕生祝い、誠に有難うございます。 

丹野 寿明  先週は、お休みしてすみません。しか

し暑いですね。 

小宮  勇  連日の猛暑、熱中症に気を付けよう! 

京野 新悟   増渕  明   萩原 満久 

飯淵 昭二   橋本かほる   山崎 和雄 

ニコニコBOX金額報告  

8/2合計 ２７，０００円 

今年度累計 １５７，０００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 

8/2 
免除3名 

25 
(3) 

16 + (0) 
(3) 2 0 79.16% 

7/19修正 

免除3名 
25 
(3) 

22 + (2) 
(2) 2 0 91.66% 

出席報告 (Zoom出席)  

 IWATSUKI-EAST ROTARY CLUB WEEKLY REPORT 

本日のオンライン参加：  

 菊池和彦会員  飛田美佐子会員 

      木村  献会員 

（映像記録） 

写真上は、スマイル報告の橋本かほる会員と出席報告の

斎藤公司会員です。いつもありがとうございます。 


