
 

  

 
 

 皆様こんにちは。 上半期では、細淵ガ

バナー公式訪問をはじめ、地区行事を含む

移動例会 パストガバナーの卓話二回、三

月からの地区第4グループ会長幹事会、そし

て突撃表敬訪問で伺った分を合わせると半

年で18回以上でした。幹事・会員皆様とも

どもハードスケジュールでしたが、思い起

こすと、やはり全員で一息つける内部での

卓話が必要と感じました。本日の例会テー

マは「年次総会」ですが、会長幹事エレクトは三月になると地区の研修が

始まります。全員でエレクトを盛り上げる環境を整えていきましょう。 

最後に、新しい年を迎えるにあたり、会員皆様のご健勝ご多幸、そして岩

槻東の益々の発展を祈念致します。   以上  

 

 

 

1. 地区より「次年度地区役員の飯渕昭二幹

事の推薦書提出」の案内が届きました。 

2. 本日のレターケースに週報20例会と21例

会が入れてあります。 御確認下さい。 

3. 年次総会の資料並びに坐禅例会のご案内

も同じくレターケースに入れてございま

す。 

 

 

 

 

◆増渕 明管理運営委員会理事 

お知らせを2件させて頂きます。 

① 来る1月11日(水)は、第4グループ合同新年会

が「大宮パレスホテル」にて、開催されま

す。電車で行かれる方は岩槻駅16時45分に改

札口に集合をお願い致します。受け付け開始

はPM5:30となっております。開会が6:00と

なっております。 

② 1月24日(火)PM4:00～小泉会員のお寺にて、坐禅例会となっておりま

す。終了後5:00～懇親会を「焼き鳥さぶちゃん」にて行います。終了

は7:00となっております。いずれも詳細は後日、FAXにてお知らせ致し

ます。 
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次回例会案内 
第1995例会 1月24日(火) 

 1 月3日(火)は、 

規定により休会です。 

会   場 定例会場｜ハイブリッド 

例会テーマ 外部卓話 

 長谷川 司岩槻区長 

担   当 職業奉仕委員会 
 

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 

加藤哲男年度(2022～2023) 

岩槻東ロータリークラブ週報    

第22例会 12月20日(火)1992号 
会 場 ハイブリッド開催 
点 鐘 12:30  

会   場 円福寺（小泉会員宅) 

例会テーマ 坐禅例会 

担   当 親睦活動委員会 

テーマ 年次総会  
 
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1994例会 1月17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 

委員会報告  

 12月27日(火)は、 

規定により休会です。 
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◆橋本かほる会長エレクト 年次総会挨拶 

第44代会長を拝命させて

頂きました。とても光栄で

す。平成27年度に入会し、

先に弊社の会長、伊藤が参

加しておりました。きっか

けは、山崎会員にご紹介頂

き、当初は不安でいっぱい

でしたが、今この様に会長を仰せつかり夢の様です。 

思いがけず岩槻東RCの一員になれた事で、この様な

素晴らしい方々とお会い出来て、とても幸せです。ま

た、入会当時を思い起こすと今は亡き方々を思い出し

ます。紅一点の青山会員は、何時も笑顔で皆さん一人

ひとりに優しく声をかけて会話を楽しんでいらっしゃ

いました。田中パストは若大将的雰囲気があり、周り

を明るくしてくれていました。関根会員は、ゴルフが

お好きでへたっぴーな私に、「力は入れずに刻んで進

め」と、まるで人生の生き方の様にアドバイスして下

さいました。 

そして、ロータリーを心から楽しんでいた方、宮本

会員です。ゴルフもお酒も歌も本当に楽しんでいらっ

しゃいました。そして例会の運営には、ことさら厳し

く「時間ぴったりに始まり、ぴったりに終わる」それ

が多忙な経営者の集まりであるRCだと教えられまし

た。 

色々な思いを胸に会長のバトンを受取ります。 

 先日の公式訪問で細渕ガバナーのお話の中で運営

しやすい編成も可能ではないかとの内容もあり、6部

門から4部門への再編成をしました。内容は次年度幹

事京野会員より説明があります。部門数が減った分、

横の連携とコミュニケーションを深め、リモート参加

も含め、全員参加型の例会・会員にとって心地よい場

所を目標にします。 

 今回のRIの方針が今求められていると共感致しま

した。以下抜粋します。 

「ロータリーでの参加型の奉仕、人間的成長、リー

ダーシップ開発、生涯にわたる友情こそが、目的意識

と熱意を生み出します。これが私達の責任です。会員

に奉仕出来なければ地域社会への奉仕も出来ません。 

 会員にとって心地よい場所とし、会員への気配り

が無ければ、ロータリーの力を本当の意味で理解して

もらう事は出来ないでしょう」 

 ここで読み取れるのは、会員増強という我がクラ

ブでも課題となっている事が、世界的にRCでも課題と

なっている…と言う事です。 

 次年度幹事、理事は、優秀で決断力、実行力のあ

る方々ばかりです。とても心強いです。 

精一杯楽しんで、頑張ります。是非、皆様のお知

恵、アドバイスを頂けます様、お願い申し上げます。 

 

 

◆京野新悟幹事エレクト 年次総会挨拶 

 岩槻東ロータリーに入会

して4年目になりますが、幹

事という役割を拝命するこ

とに期待と不安がありま

す。不安については先輩方

が背中を見せて頂いている

ので、色々と効きながらこ
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 なしていければいいと感じています。私の良いところ

は若いという部分だと思いますので、足で稼ぐという

か、色々なところに顔を出して、情報収集して参りた

いと思います。宜しくお願い致します。そして来年橋

本年度の組織の改編についてご説明させて頂きます。

会員人数が現在24名というところで、現在理事会メン

バーとして組織されている人数としては、24名中13名

ということで半数以上が理事会メンバーとなっており

ます。会の人数に合わせて、今後会一丸となって活動

できるように組織を４部門８委員会と変更致します。

１部門（理事）に対して２委員会となり、3名が１部

門をしっかり運営頂き、４部門の理事がしっかり横連

携いただくようにお願い致します。理事会メンバーも

13名から10名となる予定です。橋本年度は会長・幹事

共に初めての経験になりますので、理事会メンバーの

サポートが非常に重要になりますので、是非ご指導ご

鞭撻の程、宜しくお願い致します。副会長の人数や役

割、委員会の配置など、まだ決定していない部分があ

ります。今後の理事会で皆さまの意見も伺いながら決

めていきたいと思います。以上です。 

 

 

◆阿津澤 清会員増強・退会防止理事 

 本年度に続いて、会員

増強・退会防止の理事とい

う事で、大事な任務と責任

を感じています。成果が上

がらない所ではあります

が、こつこつと努力して参

ります。皆様のご推薦を宜

しくお願い致します。 

 先日、細淵ガバナーの公式訪問が有りました。地

区のテーマであるD・ E・ Iの解釈の仕方が D=出会

い E=エンジョイ I=いい奉仕 と言う事を解説して

頂きました。 

 この方向性が良いと感じました。 

 私もロータリー歴が32年になります。昔の友はだ

んだんといなくなります。新しい友と出会い、エン

ジョイして良い事をクラブでやって行きたいですね。 

 本年も宜しくお願いします。 

 

 

◆飯渕昭二奉仕プロジェクト理事 

 次年度奉仕部門の理事を仰せつかりました。次年度

は岩槻東クラブにとって初の女性会長が生まれる年度

です。その年度に理事としてクラブ運営に参加できま

すことを非常に光栄に思い

ます。 

まず職業奉仕に関してで

すが現在のところ会員の皆

さんの職業分類は名簿など

を確認すれば掲載されてい

ます。しかしこれは非常に

大まかな分類です。来年度の目標として各会員の職業

を深堀し、理解しあえればと思います。その後に会員

相互の事業に関係のあるものが有れば、信頼できる仲

間の間で発注、受注に発展していく可能性にもつなが

ればと考えています。もっとお互いの職業人としての

人格を深く理解しあっていこうと思います。 

次に地域奉仕に関してですが、長いコロナ騒ぎのお

かげでずいぶん我慢を強いられてきました。しかし

やっと今年から少年サッカー大会、ピンクリボン運動

など徐々に動き出してきたようです。次年度では今ま

での地域奉仕を振り返り「継続する」「修正を加えて

再挑戦」「全く新たに企画立案をする」このような見

方から検討していこうと考えています。 

 最後に国際奉仕ですが、3年前に行ったタイ国へ

の大口補助金を利用した活動ですが。当時検証にお伺

いしてその後は全く連絡も取っていません、状況を確

認して、必要とされているならばぜひまた事業の検討

対象にしていきたいと考えています。 

 以上が来年度の奉仕プロジェクトに関してのわた

くしの考えです。 
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写真は、次年度会長・幹事 
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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 会長・幹事エレクト「年次総会」の進

行、宜しくお願いします。 

山形 照之 会長、幹事、年次総会ご苦労様です。 

菊池 和彦 今年最後の例会ですね。昨日、5回目の

コロナワクチンを接種しました。健康

で年を越しましょう。 

阿津澤 清 北は雪が大変です。物流が滞っていま

す。 

杉田 政男 本年も最終例会となりました。クラブ

の皆様、一年間有難うございました。 

小宮  勇 加藤会長、飯渕幹事、前期ご苦労様で

す。楽しかったです。 

斎藤 公司 次年度、役員・理事さん、ご苦労様で

す。ガンバって下さい。 

山崎 和雄 いよいよ年内、最後の例会ですね。良

い年をお迎え下さい。 

遠藤 光治 寒い日が続きますね。体に気を付けま

しょう。 

飛田美佐子 クリスマス例会、楽しかったですね。

今年もあと10日です!! 

橋本かほる 年次総会、宜しくお願い致します。 

京野 新悟 年次総会、宜しくお願い致します。 

飯渕 昭二   増渕  明   萩原 秀咲 

清水 常三 

    

ニコニコBOX金額報告  

12/20合計 ２０，０００円 

今年度累計 ５３０，５００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 

12/20 
免除3名 

24 
(3) 

18 + (2) 
(1) 4 1 80.95% 

12/6修正 

免除3名 
24 
(3) 

14 + (5) 
(1) 1 0 85.71% 

出席報告 (Zoom出席)  
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本日のオンライン参加：  

 丹野寿明会員 ・ 木村 献会員   

  

冬の景色・富士山 


