
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

さいたま市手をつなぐ育成会 岩槻区支部長 黒澤篤子様  
 

 
 

 
 

第３７代の会長を仰せつかりました阿津澤

清です。 

私は、まだ岩槻東ＲＣのみなさんの仲間には

いって、まだ日が浅いのでいろいろと行き

届かない点がただあるかと思いますが、藤

堂 昇幹事とともに責任を持って会長職を

努めていきたいと思います。どうぞよろし

くお願いします。 

前任者の、杉田政男パスト会長にはバイタリテイーのある、年齢を感じ

させない素晴らしい１年間でした。 

また丹野寿明幹事においても素晴らしいフットワークで会長を支え名

コンビでうまく、会のリードオフマンとして活躍して素晴らしかったと

思います。 
 

最終例会も清水常三理事の采配と青山さんの司会でスムーズに進行し

て盛り上がってきました。これも杉田会長のおかげで多勢の参加者があ

り、ご家族ともども、とても楽しんでもらえたのではないでしょうか。 

最近は女性会員が増えて雰囲気が明るくなりました。このクラブの良い

ところを伸ばしながらさらに若い会員の活力を引き出して、楽しい例会

の運営を行っていきたいと思います。また組織を活用して理事さんと共

に家庭集会もできるだけ行っていきたいと思います。 

今回例会委員会の提案で席の座り方を変えてみました。こういうスタイ

ルで行います。皆さんの顔がよく見えて素晴らしいです。 

 昨年はこの時期、西原勇パスト会長をなくしました、非常に残念でし

たが病気には勝てませんでした。ついこの間６月には岩槻中央の橋本成

喜さんが亡くなりました。５年間の闘病生活をしていました、ドクター
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会長・幹事 バッチ交換式  

バッチ交換式がおこ

なわれました。経験豊

富な３７代目岩槻東

ロータリークラブの阿

津澤清会長に杉田

直前会長より、藤堂

昇幹事には、丹野 

寿明直前幹事より

夫々バッチの交換が

行われました。ご活躍

をご祈念申し上げま

す。 

会   場 市民会館いわつき 301 

点   鐘 12:30 

例会テーマ 管理グループ理事・ 

 委員長所信 

担   当 会長・幹事 

斉   唱 四つのテスト･Rの目的･

 我等の生業 

ご来客紹介 阿津澤 清会長  

会 長 挨 拶 阿津澤 清会長  

幹 事 報 告 藤 堂 昇幹事 

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 

お客様紹介 



 

2 

 は一流の人に見てもらっていたのですが再起はできま

せんでした。 

最近、私の周りの人が、癌の人がやたらと多いので

す。 

健康は普段の生活から、特に食生活で、自分の好き

なものばかり食べていてはだめでして、野菜を中心に

バランスのとれた食事を心掛けるように気を使うこと

が大事です。杉田政男さん・清水常三さん・星本幸男

さん・斉藤公司さん元気な人がたくさんいます。見

習って長生きしましょう。 

またベテランの酒井由雄会員・矢作文夫会員・伊藤

征三郎会員の３名が退会し２８名の会員でスタートす

ることになりました。 

今年は目標５名の会員増強を行いたいと思います、

新しい仲間を増やして奉仕を通じて「自分づくり」を

目指しましょう。 

 

 
 

1. 地区より「規定審議会報告

会」の資料が届いておりま

す。回覧致します。 

2. 地区より「奉仕プロジェクト

セミナー」の案内が届いてお

ります。 

 ・日時 8月６日(土) 12時3０分 開会   

 ・場所 越谷サンシティ 

3. 地区より「管理運営部門セミナーの案内が届いて

おります。 

 ・日時 8月7日(日) 14時00分 点鐘   

 ・場所 大宮「清水園」 

4. 地区より「ＲＬＩパートⅠ」の案内が届いております。 

 ・日時 8月27日(土) 9時30分 開会   

 ・場所 越谷コミニティセンター  

5. 地区より「青少年交換委員会より」案内が届いて

おります。 

6. 地区より「RYLA」報告書が届いております。同じ

くガハナー月信月信７月号」が届いております。 

7. 第４G遊馬ガバナー補佐より、「ＩＭ報告書」が届

いております。いずれもレターケースに入れてあ

ります。 

 

 
 

◆手をつなぐ育成会岩槻支部長 黒澤篤子様 

皆さんこんにちは。例会にお邪

魔させていただいて有難うござ

います。何時もの様に「岩槻ま

つり」のバザーのお願いに参り

ました。「どうかん」を立ち上

げてすでに１０年になります

が、中々思うように活動を活発に行う事が出来ませ

ん。岩槻東ロータリークラブさんに全面的にお世話に

なっている様な状態です。今年も引き続きバザーへの

ご支援を宜しくお願い致します。 

 

 
 

◆清水裕次広報・会報担当理事 

 今年度、広報担当理事を仰せ

つかりました清水でございま

す。どうぞ宜しくお願い致しま

す。本 日、お 手 元 に「ロ ー タ

リーの友」７月号が配布されて

おりますので、ご覧ください。

主な記事と2770地区に関係するものをご紹介いたしま

す。 

①ＲＩ会長メッセージ＜Ｐ-７＞      ＲＩ指定記事 

ジョン・ジャームＲＩ会長の年度当初のメッセージで

は、「人類に奉仕するロータリー」という大きなテー

マを掲げ、ポリオ撲滅という長年にわたる活動の成功

に向けた準備をしようと言っています。柔軟なクラブ

となり多くのパートナーを探し協力して活動を進めよ

うと呼びかけています。一つひとつの奉仕がより良い

世界をつくり、新しいチャンスを持っていると語って

います。 

【第2770地区内クラブの掲載記事】 

・「横組み」から 

今月は各地区のガバナーのプロフィールが掲載されて

おります。我が地区は２５ページに浅水尚伸ガバナー

が掲載されております。 

・「縦組み」から 

ロータリーアットワーク（写真編） 

Ｐ.22「創立50周年、芸術劇場に像を寄贈」さいたま中

央ＲＣ 

ロータリーアットワーク（文章編） 

Ｐ.26「恒例のスキーキャンプ実施」第2770地区 

以上、ご紹介いたします。 

 

◆菊池和彦増強・退会防止委員長 

 阿津澤年度、増強・退会防止

の委員長を仰せつかりました菊

池でございます。 

今年度、７/２日に早速、「地区

広報・増強セミナー」が越谷サ

ンシティに於いて開催され、出

席して参りました。内容については、次回の例会に発

表する機会がございますので、その時に致します。今

日から正面に「みんなの力で会員増強を…」のテーマ

を掲げましたので、これに則って皆様の増強へのご支

援、ご協力を宜しくお願い致します。 

お客様ご挨拶  

幹事報告 藤堂 昇幹事 

委員会報告  
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 ◆山崎和雄地域社会奉仕委員長 

①岩槻まつりの協賛金について

は、内のクラブが１００％集まりま

した。ご協力に感謝申し上げま

す。 

②段ボールの回収にご協力いた

だいておりますが、今年度なん

と２，４５０円の収益金がございましたので、ご報告致し

ます。スマイルに入れるか雑収入に入れるかは、事務

局の方で処理をお願い致します。 

③「岩槻まつり」手をつなぐ育成会支援バザー用品の

回収が今日現在、未だ集まりが悪いようです。7月一

杯は集めますので、ご協力をお願い致します。 

 

◆宮本和寿例会委員長 

今年度、例会委員長の宮本で

す。今年度はテーブルの並べ方

を少し変えてみました。それは

私語を無くす為です。テスト的

に暫くこの形で例会を行ってみ

ますが、不都合がありました

ら、お知らせください。例会委員会は5名しかおりま

せんので、今朝も11時頃にこちらに来て会場の設営な

どやる事が山ほどあります。皆さんのご協力をお願い

致します。 

 

 
 

◆会長所信 阿津澤 清 

１年間、長いようで短いのですが今年は大変な年に

なりそうです。皆様のご協力をよろしくお願いしま

す。また今回西村事務局には年度計画書作成に大変な

時間と労力を費やしていただきありがとうございまし

た。素晴らしい年度計画書が出来上がりました、大事

に使わせていただきます。 

ＲＩ・会長ジョン・Ｆ・ジャーム氏の 

 ２０１６～２０１７年 ＲＩテーマ 

  ＲＯＴＡＲＹ・ＳＥＲＶＩＮＧ・ＨＵＭＡＮＩＴＹ 

（人類に奉仕するロータリー） 

これほど率直で端的なテーマはないロータリーは設

立間もないころから、人種・宗教・政治体制を超えて

人々に奉仕を行うこと、すなわち人類に向けた奉仕を

することを最も基本的な存在理由としてきました。

ロータリー財団１００周年を迎え・ロータリーの存在

価値を再確認するという意味で、このテーマの語ると

ころは非常に大きいと思います。 

私たちは、ロータリアンであることに強い誇りを持

つべきです。と同時に私たちは未来に向けて、人類の

ためになる奉仕、本当に求められる、実効性のある質

の高いロータリーらしい奉仕を常に目指さなければな

りません、 

世界中から飢餓や貧困、憎悪や対立をなくし人類が

平和で健康的な生活を平等に獲得するときまで、私た

ちは常に、世界や地域を、リードしていく覚悟を持た

なければなりません 

ＲＩ会長のジョン・Ｆ・ジャーム氏は良いクラブは、

1、奉仕活動に積極的に参加している 

2、新会員を温かく迎え入れている 

3、活気がある 

4、四つのテストを真に実行している 

クラブですと皆さんに声をかけ挑戦していきます 

ＲＩ会長・ジョン・Ｆ・ジャーム氏はエンジニアリングコンサル

ティング会社の理事兼ＣＥＯ・米国（テネシー州）Ｃｈａｔｔａｎ

ｏｏｇａロータリークラブ所属 

必修活動  会長賞の条件 

会員の増強と維持・    項目のうち２項目を達成 

財団への寄付・      項目のうち３項目を達成 

オンラインツールの利用・ 項目のうち２項目を達成 

人道的奉仕・       項目のうち３項目を達成 

新世代・         項目のうち３項目を達成 

公共的イメージ 項目のうち１項目を達成 

今年の地区ガバナー浅水尚伸（まさのぶ）ガバナー

はＲＩのテーマ 

「人類に 奉仕するロータリー」のもと、手を携え

て一緒に頑張っていきましょう。 

今年度はロータリー財団１００周年の年でありま

す。また、ポリオ撲滅がいよいよ射程距離に入ってく

る時期でもあります。広くロータリーの認知度を高

め、又、仲間を増やすには絶好の年です。地区方針で

は「楽しいロータリークラブを作りあげよう」をテー

マに、すべてのクラブがベテランも入会間もない会員

も等しく夢を語れる雰囲気を持ち楽しく奉仕活動が実

践できるようになっていただきたい。 

纏まりませんが、この辺で私の所信とさせていただき

ます。有難うございました。  
 

◆藤堂 昇幹事所信 

阿津澤年度幹事をお引き受け致しました藤堂 昇で

す。どうぞ宜しくお願い致します。幹事所信ですが、

クラブの幹事の役割とは、クラブの運営がスムーズに

行く様にいろいろと配慮し、事務局さんと連携して上

手くやっていきたいと思います。先日、規定審議会の

報告会が行われましたが、すぐにＲＩの規定を受け入れ

て活動していくのでは無く逐次、浅水ガバナーや清水

ガバナー補佐などとも検討して行く方向で行きたいと

思います。 

次にＲＩ会長賞についてですが、昨年「ＲＩ会長賞」を貰

えたクラブは地区で１クラブのみでした。「ＲＩ会長

賞」を頂くには、クラブ会員の５０パーセントの会員が

 IWATSUKI-EAST ROTARY CLUB WEEKLY REPORT 
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Ｍｙ ｒｏｔａｒｙのアカウント登録をする必要があります。

「ＲＩ会長賞」を目標に会員皆がロータリーについて勉強

して貰えれば良いと思います。年度計画書も今日、配

られましたが全部、目を通して読んで頂けると良いと

思います。規定審議会の変更内容は私の手元に届いて

おりますが、これを全部読むのは時間が足りないの

で、又、折を見てこれについては、ゆっくり時間を掛

けてやっていきたいと思いますので、宜しくお願い致

します。  

 

 

■ 萩原 秀咲会員 お誕生祝 

■ 丹野 寿明会員   〃  

■ 中里  仁会員   〃   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

手をつなぐ育成会 岩槻支部長  

黒沢篤子様 宜しくお願い致します。 

阿津澤 清  今年一年間宜しくお願い致します。 

藤堂  昇  皆様、一年間宜しくお願いします。 

杉田 政男 阿津澤年度の出発に際し、お祝い申し

上げます。 

宮本 和寿  阿津澤年度、第1回例会おめでとうござ

います一年間、宜しくご指導の程、お

願い致します。 

加藤 和正  阿津澤年度スタートおめでとう。 

斉藤 公司  いよいよスタートですね。阿津澤会

長、藤堂幹事、両ベテランのクラブ運

営が楽しみです。 

豊住 昇二  阿津澤会長のご活躍を祈る。 

萩原 秀咲  阿津澤年度のスタートを祝います。 

清水 常三  会長阿津澤清様、幹事藤堂昇様、新年

度スタートお目出とうございます。 

清水 裕次  阿津澤年度の出発を祝して。 

小宮  勇  阿津澤年度出港おめでとうございま

す。 

(同主旨)   遠藤 光治    橋本  昇 

       青山いづみ    橋本かほる 

丹野 寿明  阿津澤会長、藤堂幹事、1年間宜しくお

願いします。誕生日の祝い有難うござ

いました。 

藤田 恵子  阿津澤年度おめでとうございます。1年

間宜しくお願いします。 

(同主旨)   菊池 和彦    山崎 和雄 

中里  仁  今月15日で73歳になります。 

田中 徹夫 

ニコニコＢＯＸ・出席報告 

 2016～’17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   阿津澤 清 

例 会 場  さいたま市民会館いわつき Tel  048-756-5151 幹    事  藤堂  昇 

クラブ事務局   Tel 048-757-9786  Fax 048-756-5539 会報委員長 清水 裕次 

U    R    L http://www.iwatsuki-east-rc.org 

 IWATSUKI-EAST ROTARY CLUB WEEKLY REPORT 

ニコニコBOX金額報告  

7/5合計 ４６，０００円 

今年度累計 ４６，０００円 

出席報告  

例会日 総数 出席 欠席 Ｍｕ 出席率 

7/5免除 
2名 

28 
(2) 

21 
(2) 5 2 88.46% 

6/21修正 

免除2名 
31 
(2) 21 8 4 86.20% 

ご結婚・お誕生祝い  

今月お誕生祝いの皆様、おめでとうございます。 

末永くお元気でご活躍を祈念いたします。 

岩
槻
東
ロ
ー
タ
リ
ー
ク
ラ
ブ
か

ら
の
奨
学
金
の
お
蔭
で
大
学

生
活
を
有
意
義
に
す
ご
せ
て

お
り
ま
す
。 

お詫び：前回の清水常三会員と斎藤公司会員のスマ

イルのコメントに誤りがございました。累計は変りません。 


