
 

  

 
 

■ 中里 公造 パストガバナー（川口モーニングRC） 

■ 清水 恒信 パストガバナー補佐（大宮西RC） 

■ 鶴見  裕 パスト副幹事（春日部西RC) 

■ 市川 英敏 パスト会員増強維持部門委員長（八潮みらいRC） 

■ 竹内 雅人 パスト副会長（大宮西RC） 

 

 

 皆様こんにちは。本日は、中里公造パスト

ガバナーをお迎えしての卓話です。 又、合

わせて多くの方がたがメイキャプに来られま

した。 

大宮西RCより 清水 恒信パストガバナー補佐 

竹内 雅人パスト副会長、春日部西RCより 鶴

見 裕パスト地区幹事、八潮みらいRCより 市

川 英敏パスト会員増強維持部門委員長、よう

こそお越しくださいました。 

 さて、今月15日には 細淵 雅邦ガバナーによるクラブ公式訪問を開催

しました。興味深い卓話とともに、協議会も非常に盛り上がりました。 

講評では、重要なご指摘を頂きました。岩槻東では会員数に見合う組織つく

りが必要ではとのことでしたが、まさに今まで気にかけていたことに対し、

背中を押された感じでした。次年度の組織に反映させたいと思います。  

オミクロン株とインフルによるＷ波の脅威が未だ収まりません。  ご自

愛ください。     以上 

 

 
 

1. ロータリー財団より、菊池和彦会員、にマルチプルポールハリスフェ

ロー３回目のバッチが又、遠藤光治会員に同じくマルチプルポールハ

リスフェロー７回のバッチが送られて参りました。又、遠藤光治会

員、飛田美佐子会員に寄付の領収書が届きました。 

2. 米山記念奨学会より杉田政男会員に米山

功労賞第15回の感謝状が届きました。

又、山形照之会員、加藤和正会員に領収

書が届きました。 

3. RI日本事務局より「財団ニュース12月

号」が届きました。 回覧致します。 

4. さいたま市教育委員会教育長より、市立

中学生によるビジネス提案発表会「さい

たまカップ」開催の案内が届きました。 

 ・日時 12月17日(土) 9:00~12:15    

 ・場所 さいたま市立大宮国際中等教育学校 

5. 本日のレターケースに、週報第17例会・18例会が入れてあります。 
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 御確認下さい。 
 

◆清水恒信パストガバナー補佐 (大宮西RC) 

大宮西ロータリークラ

ブの清水です。改めまし

てよろしくお願いしま

す。75歳を回りまして、

ここにおられる杉田会員

の前でまだまだ頑張らな

くてはいけないのです

が、どうぞ宜しく願い致

します。 

 

◆鶴見 裕パスト地区幹事 (春日部西RC) 

皆さんこんにちは。こ

ちらのクラブでは大勢の

方々にお世話になってお

ります。菊池さんや山形

さん、西村さんや飯渕さ

んにも大変お世話になっ

ております。これからも

どうぞ宜しくお願い致し

ます。 

 

◆市川英敏パスト会員増強維持部門委員長 

 八潮みらいクラブから 

参りました市川でござい

ます。昨年は会員増強の

卓話をさせて頂きまし

た。飯渕さんと鶴見さん

とも一緒に回らせて頂き

ました。どうぞ宜しくお

願い致します。 

特に西村さんには特別に

土産を用意して参りまし

た。お世話になって居ます。 

 

◆竹内雅人パスト副会長 (大宮西RC) 

 大宮西ロータリークラ

ブから参りました竹内と

申します。来年ＳＡＡを

やるので、岩槻東さんは

とても良いクラブ運営を

やられていると言う事で

したので、今日は中里パ

ストガバナーの卓話だと

お聞きして、勉強させて

頂こうとお邪魔させて頂きました。 

 

 
 

◆増渕 明親睦活動副委員長 

来る12月13日(火)に、家

族同伴クリスマス・忘年例

会を行います。会費は会員

１万円、ご家族が８千円と

なっております。場所は木

曽路 春日部店です。バス

の送迎が岩槻駅前迄ござい

ます。会費の徴収を１２月６日(火)にさせて頂きます

ので、ご用意ください。 

 

 
 

◆プロフィール紹介：遠藤光治国際奉仕副委員長  

中里公造パストガバナーの

紹介をさせて頂きます。お手

元にプロフィールをお配りし

ていますので、簡単にご案内

を致します。 

2020-`21年にガバナーを

や ら れ て、2022-'23 年 に

は、国際大会メルボルンの推進委員長となっておりま

す。 

 

『プロフィール』 

中里 公造 様 

生年月日：1952年 昭和27年9月29日 70歳 

中里 石油（株）代表取締役 

 

1989年   ：川口モーニングRC入会 

1997-98年度：クラブ幹事 

2002-03年度：地区副幹事 

2003-04年度：地区幹事（田村ガバナー年度） 

2005-06年度：地区資金委員長 

2007-08年度：地区奉仕プロジェクト部門委員長（初代） 

2008-09年度：第11Gガバナー補佐 

2011-12年度：米山記念奨学学友委員長 

2012-13年度：米山記念奨学部門委員長 

2013-14年度：ロータリーの友地区代表委員 

2014-19年度：社団法人ロータリーの友事務所理事 

2015-16年度：管理運営部門委員長 

2018-19年度：ガバナーノミニー 

2019-20年度：ガバナーエレクト 

2020-21年度：ガバナー 

2021-22年度：副ガバナー他 

2022-23年度：国際大会推進委員長他 

R財団メジャードナー 冠名基金 

米山記念奨学会米山功労者35回 

委員会報告  

 IWATSUKI-EAST ROTARY CLUB WEEKLY REPORT 

お客様ご挨拶  

本日のテーマ：  卓話： PG 中里公造 様  

(八潮みらいRC) 
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 『卓話』 

中里公造パストガバナー 「国際大会について」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IWATSUKI-EAST ROTARY CLUB WEEKLY REPORT 

過去の国際大会の映像を披露しながら、パワーポイン

トの資料を中心にお話をして頂きました。既にお亡くな

りになりました田中徹夫パストガバナーの姿も見られ、

懐かしく感じました。 



 

4 

 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 

  

 
  

中里公造パストガバナー (川口モーニングRC) 

 卓話をさせて頂きます。顔なじみの皆

さんにお会い出来て嬉しいです。 

鶴見 裕パスト地区幹事(春日部西RC) 

 当クラブさんには、お世話になってい

らっしゃる方が大勢いらっしゃいま

す。山形さん、菊池さんそして西村さ

ん、飯渕さんには、中里ガバナー年度

で、地区でお世話になりました。これ

からも宜しくお願いします。 

市川英敏様(八潮みらいRC) 

 何時も、お世話になっております。本

日も宜しくお願い致します。 

清水恒信様(大宮西RC) 

 しばらくです。今日はお世話になりま

す。 

竹内雅人様(大宮西RC)本日はお世話になります。勉強

させて頂きます。 

加藤 哲男  中里公造パストガバナーようこそ!!大

宮西RC、春日部西RC、八潮みらいRCの

皆様、メーキャップ有難うございま

す。 

飯渕 昭二  中里パストガバナー、本日はようこそ

卓話宜しくお願い致します。 

末次 哲朗  誕生祝い有難うございました。 

菊池 和彦  中里パストガバナーようこそいらっ

しゃいました。ご多用のところ卓話を

有難うございます。 

阿津澤 清  中里様、清水様、竹内様、鶴見様、市

川様、有難うございます。 

山崎 和雄  中里パストガバナー他、多くの来訪の

皆さん、例会を楽しんでいってくださ

い。 

奥津 雅史  パストガバナーようこそ我がクラブへ! 

お元気なお顔が拝見出来てとても嬉し

いです。(*^_^*) 

斎藤 公司  中里PGようこそ。卓話楽しみです。 

( 同趣旨 )  遠藤 光治   清水 常三 

       小宮  勇    

小泉 真悟  中里公造パストガバナー、卓話有難う

ございます。本日は、お客様ようこそ

お越しくださいました。 

( 同趣旨 )  山形 照之   杉田 政男 

加藤 和正   増渕  明    

ニコニコBOX金額報告  

11/29合計 ３７，５００円 

今年度累計 ４４１，０００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 

11/29 
免除3名 

24 
(3) 

16 + (6) 
(2) 0 0 100.0% 

10/18修正 

免除3名 
24 
(3) 

18 + (3) 
(1) 1 1 95.23% 

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 ・ 水戸 恵会員 ・ 萩原満久会員  

飛田美佐子会員 ・ 木村 献会員  


