
 

  

 
 

 本日は、内山ガバナー補佐をお迎えして

ガバナー公式訪問の準備例会の予定でした

が、先方には公式訪問一週間前の11月8日で

スケジュールが組まれていました。 

再度の確認が漏れていたこと申し訳ありま

せん。11月1日は規定により休会のため、準

備例会は8日に緊急開催と致します。持ち回

り理事会の承認後にFAXで通知します。 

公式訪問まで3週間余りですが、本日配布の

公式訪問プログラムを確認の上、当日は余裕で臨みたいと思います。 

 昨日は、最後となりました大宮西RCへ表敬訪問に行って参りました。今

年60周年で会員数115名は地区最多を誇り、出席率は平均で約6割弱とのこ

とでした。 

ロータリーソング斉唱は「手に手つないで」でした。先週卓話に来て頂い

た米山奨学生グェン ティ ガンさんは、場内の写真撮影で飛び廻ってい

まして、スマイルの報告も堂々としていました。さすが東と西の「フン

ちゃん・ガンちゃん」共に優秀で素晴らしいと思います。 

今朝方は急に季節が進んだ気がしました。会員の皆様ご自愛ください。   

 以上 

 

 

 

1. 米山奨学会より、菊池和彦会員に米山功労者第４回 マルチプルの賞

状が届きました。 又、飯渕昭二会員、丹野寿明会員、小宮 勇会員

に夫々、領収書が届きました。 

2. さいたま市特別支援教育振興会会長、星

野和夫様より、「発足60年の歩み、式典

並びに記念講演会の案内」が届きまし

た。   

 ・日時 11月22日14時~16時30分 

 ・場所 さいたま市文化センター  

  大ホール 

 参加希望者は10月末日までに事務局へお

知らせください。 

3. T-LIFEパートナーズ(株)より「メルボルン国際大会のご案内」が届き

ました。     回覧します。 

4. 地区より、米山奨学生日帰り旅行の案内が届きました。 

 ・日時 11月26日 午前7時30分出発   

 ・研修地 千葉方面  会費 1名1万円 

 

 2022年11月15日発行 

会長挨拶 加藤哲男会長 

 

次回例会案内 
第1987例会 11月13日(日) 

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 

 内山泰成ガバナー補佐 

担   当 会長･幹事 
 

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 

加藤哲男年度(2022～2023) 

岩槻東ロータリークラブ週報    

第15例会 10月25日(火)1985号 
会 場 ハイブリッド開催 
点 鐘 12:30  

会   場 さいたま市文化センター 

例会テーマ 地区大会 

担   当 会長･幹事 

テーマ 会員リレー卓話  
 
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1986例会 11月8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 

 11 月1 日(火)は、 

規定により休会です。 
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 5. 地区より、米山奨学部門感謝の集いの案内が届き

ました。 

 ・日時 12月11日 午後2時開会    

 ・場所 ロイヤルパインズホテル ４階ロイヤル

クラウン    

 ・会費 １名1万2千円 

6. 大宮西RCより、第4G IM合同奉仕事業の週報が送ら

れてきました。回覧します。 

7. 本日のレターケースに、週報第14例会が入れてあ

ります。又、公式訪問資料が入れてあります。今

日の例会に使いますが、終わりましたら公式訪問

当日までレターケースに入れて帰ってください。     

8. 過日、グループの会員名簿を配布致しましたが、

飛田美佐子会員の住所が間違えていた為、印刷会

社より訂正用のシールが届きましたので、夫々個

人で張ってください。 

9. 本日、例会終了後、会員増強委員会の打合せがこ

の場で行われます。関係者は出席をお願い致しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

◆京野新悟親睦委員長 

 来る27日に親睦委員会の

コンペが春日部法人会の企

画によりあります。場所は

フレンドシップCCです。 

3組で参加致します。宜しく

お願い致します。時間等は

山崎和雄会員より個別にお

渡ししていると思います。終了後は「焼肉やっちゃ

ん」にて打上げを行います。 

 

◆飛田美佐子財団・米山担当理事 

 ロータリーレートが現

在、1弗 145円になりまし

た。未だ先が見えておりま

せんので、早めにご寄付の

方を宜しくお願い致しま

す。 

 

 

 

 

 
 

◆山崎和雄次年度ガバナー補佐 

 いよいよ次年度は、私が

ガバナー補佐をやる事にな

りましたので、たまたま公

式訪問の資料が本日配布さ

れておりますので、特に新

会員の方には公式訪問は初

めてかと思いますので、お

手元の資料をご覧になりながら聞いて頂ければ良いの

かと思います。 

(この後、公式訪問プログラムを参考にしながら、公

式訪問の当日のスケジュールなどを詳しくご説明下さ

いました。) 

既に私の方も次年度に向けてのスケジュールが始まっ

ております。12グループに分かれておりまして、12名

のガバナー補佐が既に選出されております。私の年度

のガバナーは梨本松男さんと云う方です。今後共宜し

くお願い致します。(一部割愛させて頂きました。) 

 

◆菊池和彦パストガバナー補佐 

 皆さん、こんにちは。3年

振りに風邪を引きまして、

良いと云われる薬を何回か

飲んだり、栄養ドリンクも

飲んでみましたが、中々治

りません。 

 今日は、皆様もお持ちの

スマートホンについて、お話させて頂きます。 

現在、スマートホンをほとんどの方が持っていらっ

しゃいますが、今はこのスマホが無いと生活できない

くらいになってきております。私等はチケットなどを

購入しようと思ってもスマートフォンを上手く使いこ

なせない現状です。過日、スマホを無くしてしまい、

委員会報告  

 IWATSUKI-EAST ROTARY CLUB WEEKLY REPORT 

本日のテーマ   「会員リレー卓話」 

米山奨学会より、菊池和彦会員に第4回

マルチプル功労者表彰状が届きました。

おめでとうございます。 
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 ちょっとヒヤリと致しましたが、結果的には、家内が

暗礁番号を覚えていた為、無事にスマホが手元に届き

ました。これからは嫌がおーでもスマホと上手く付き

合っていかなければならない時代になって行くのです

ね…。(一部割愛させて頂きました。) 

 

◆遠藤光治3クラブ合同例会実行委員長 

皆さん今日は、今日の話

は３年間コロナの関係で行

われなかった３クラブ合同

例会について話をします、 

クラブ入会が浅い方は分か

らないかもしれませんが、

以前４年前は年に１回岩槻

クラブ・蓮田クラブ・岩槻東クラブの３クラブで合同

例会を各クラブが順番にホストクラブとして開催して

いました。コロナも収まりつつあることなので開催し

よう…と各クラブ会長幹事で話し合いが行われ、当ク

ラブがホストクラブとなりました。そこで、前に当ク

ラブが今から１４年前太刀川年度の時に慈恩寺にある

玄奘塔の周辺を奇麗にして慈恩寺と玄奘塔を皆さんに

知って頂き、岩槻に歴史的価値あるものとして、認識

して頂き観光にもなって行くのが良いと考えて講演会

を行いました。岩槻東RCの事業として本丸公民館の大

ホールで立ち見席までいっぱいの大盛況で行われまし

た。 

そのことを東玉の戸塚会長から埼玉高速鉄道の荻野社

長に話が行き、荻野社長から私に電話があり玄奘塔の

当クラブが行った事業の資料が有りましたら見せて欲

しいと言われお持ちしました。その時に今埼玉高速鉄

道の延伸計画が有りそれには、岩槻の観光名所等が有

れば延伸にも拍車が掛かり良いのだと言われまして、

是非とも玄奘塔ものがたりの実行委員会を作って見て

くださいと言われました。 

そのことをいつか例会の中で話したことを聞いて加藤

会長・飯渕幹事から今度の３クラブ合同例会の実行委

員会を立ち上げてくれないかと言われました、それに

は、今埼玉高速鉄道の延伸が最終的には蓮田駅まで繋

がるので３クラブの卓話テーマには良いと思ったので

使命されたのだと思いました。そこで現在のクラブ理

事を中心に11名の会員で実行委員会を立ち上げまし

た。 

第１回クラブ実行委員会を９月６日例会後、９月27日

３クラブ合同例会打合せ（岩槻ＲＣ事務所）で行われ

10月21日クラブ実行委員会を鮒又で行いました。 

実際の合同例会は来年2023年２月９日(木)PM18時から

PM21時の予定で行うことで、実行委員会として準備を

進めて居ますので宜しく見守って見ていてください。 

これからの玄奘塔ものがたりの実行委員会に関しまし

ては岩槻観光委員会にお願いして事業を進めて貰いた

いと思いますので、活動が実行に入った時にはクラブ

ではなく個人として活動にご協力をお願いします。 

 

  

 IWATSUKI-EAST ROTARY CLUB WEEKLY REPORT 

過日( 10/9) に開催致しました「少年サッカー大会の写真」

の未掲載の分を、こちらの余白に掲載致しました。ご覧くだ

さい。 

写真上・下共に、試合に夢中になつている子供達の姿で

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  急に季節が進んだ気がします。皆様、

ご自愛ください。 

加藤 和正  本日、ロータリークラブ入会40年にな

りました。今後も宜しくお願いしま

す。 

菊池 和彦  内山泰成ガバナー補佐、本日はお休み

の様ですね。 

清水 常三  今年もインフルエンザの予防注射をし

ました。 

遠藤 光治  本日は、寒いですね。 

京野 新悟  本日も例会宜しくお願い致します。 

飛田美佐子  急に寒くなりました。体調にご自愛く

ださい。 

阿津澤 清  一気に冬になりました。 

木村  献  今日も出席出来て感謝です。 

小宮  勇  急に寒くなりました。風邪に気を付け

ましょう! 

斎藤 公司  食事が多かったです。 

小泉 真悟  秋が深まってきましたね。境内の掃除

が大変です。 

飯渕 昭二   山崎 和雄   水戸  恵 

橋本かほる   奥津 雅史 

    

ニコニコBOX金額報告  

10/18合計 ２０，０００円 

今年度累計 ３３１，０００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 

10/18 
免除3名 

24 
(3) 

19 + (2) 
(1) 2 0 80.95% 

10/4修正 

免除3名 
24 
(3) 

17 + (2) 
(0) 2 0 90.48% 

出席報告 (Zoom出席)  

 IWATSUKI-EAST ROTARY CLUB WEEKLY REPORT 

本日のオンライン参加：  

 丹野寿明会員 ・ 萩原満久会員   

 注） Zoom不調の為、Zoom出席者の写真掲

載はありません。 

会員達の応援風景 

選手として、参加した会員の面々 

子供達のご家族も大勢応援に見えておりました。 


