
 

  

 

 

 

 

 
 

 
 

皆様こんにちは。暑い日が続いています、

睡眠時間をとって、しっかりと食事をしてく

ださい。健康な体を作りましょう。 

 先日、藤堂幹事と岩槻ロータリークラブに

御挨拶に行きました。小田会長、田中幹事、

の若い人たちが先立ちで次の幹部候補も何人

か目立っていました。中堅どころはいなかっ

たようですが、４人の増強が出来たそうです。渡辺パストガバナーも来て

いました。来客が８人おり、にぎやかな例会でした。当クラブも増強をよ

ろしくお願いします。 

 昨日は、「海の日」の祭日でした。今度は８月11日に「山の日」という

ことで祭日が出来ました。お盆休みとの兼ね合いで休みが増えていきま

す。大手の会社などは１週間ぐらい休みをとってしまいます。この辺が中

小企業との差です。 

今年の就職活動も６月から始まり、今は終盤戦です。中小企業の説明会

には人が集まらないと聞きました。 

外人労働者も日本の賃金が魅力ない、就業３年で期限が切れ帰国しなけれ

ばいけない。 

韓国は１２年も期限が延長された。台湾も長く働けるようなったという

事です。日本も規制を変えないと働き手が来なくなるということです。介

護のスタッフと外食産業は人手不足が続いています。ブラック企業も明る

みになっています、益々人手が集まらないで、これからが思いやられま

す。 

ホテル「加賀谷」でも配膳をロボットで行うようにしているそうです。 

なんでもロボットの時代が近づいて来ています。 

さて、外国ではアメリカは警察官と黒人が銃撃戦で死者続出しトラブル

が深刻です。一方ヨーロッパではフランスが「テロ」の標的にされ、被害

が止まらない中、国民は恐怖心を持って生活しています。今回のこの事件

の「ニース」は地中海の高級避暑地でフランスでは、夏休みはほとんど避

暑地に来て過ごしていますので、其処を狙ったのでしょう。革命記念日で

もありました。「パリ」にいる人は外国人が多いということです。 

トルコでもクーデターが起こりました。２６５人が死亡していますし、

エルドアン大統領の呼びかけで市民が立ち上がりました。市民の反対の力

で反乱軍を鎮圧しました。戦車に登り兵士と戦っています。兵士は市民に

対して発砲しませんでした。その勇気と熱気はすごいものがあります。今

の日本では考えられないことです。 

昨日は羽田でハワイアン航空の旅客機が引き返してきました、エンジン

のトラブルです。着陸するときタイヤが８本パンクして動けなくなりまし

た。乗客はびっくりしたでしょうね、「テロ」かと、思ったでしょう。命
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 拾いです。今は何処へも行けません怖いです。 

さて今日は各奉仕部門の理事さんの発表です。よろ

しくお願いします。今年１年奉仕を頑張ります。 

 

 
 

1. 地区より「第１５回ロータ

リー全国囲碁大会」の案内

が届いております。 

・日時 10月16日(土) 

 AM10:00開会   

・場所 日本棋院会館本院

(東京市ヶ谷) 

2. 地区より「第2770地区ロータリーフェスタ」案内

が届いております。 

 ・日時 10月30日(日)   

 ・場所 浦和東口パルコ前 出店希望者はテント 

 1張り50,000円 詳細は事務局まで 

3. 第4G清水ガバナー補佐より「第3・第4回会長・幹

事会の議事録」が届いております。 

4. 米山記念奨学会より「ハイライト米山196号」が届

いております。回覧します。 

5. 奉仕プロジェクト合同委員会が7月21日(木)インド

レストラン・ビナヤクにて6時より行います。関係

者のご出席をお願い致します。 

6. 8月2日(火)「第３回役員・理事会」を大戸の小島

家にて行います。 

7. 大宮北RCより週報と年度計画書が届きました。週

報は回覧します。 

 

 
 

◆小宮 勇会計 

皆さんこんにちは。阿津澤年

度の会計を仰せつかりました小

宮でございます。私は前のクラ

ブの時は余り会計については見

ていなかったのですが、こちら

のクラブでは、西村さん始め、

関根会計さんがきちっとやって頂いており、中々大変

だなぁ～と感じました。私も一生懸命やらせて頂きま

すので、一年間宜しくお願い致します。併せて阿津澤

年度上期の年会費未納の方は早めにご入金をお願い致

します。 

 

 

 

◆山崎和雄地域社会奉仕委員長 

 社会奉仕委員会で2度目の委

員会を開催致します。7/21(木)

に東岩槻のカレー屋「ビナヤ

ク」にて、6時から行います。

議題は主に「岩槻祭り」の時の

打合せです。今年度の奉仕プロ

ジェクトグループの皆さんの出席をお願い致します。 

 

◆奥津雅史親睦委員長 

すでに皆様のお手元にFAXが

届いているかと思いますが、

9/14(水)浦和ゴルフ倶楽部に

て、「さいたま商工会議所 会

員交流ゴルフ大会」の案内です

が、未だ数名の方の登録を頂い

ているのみです。25日が締め切りですので、早めのご

登録をお願いします。 

 

◆宮本和寿財団委員長 

現在7/1付で財団のレートが1ド

ル102円です。レートが安い時

に早めのご寄付をお願い致しま

す。  

 

 

 

 
 

◆山崎和雄奉仕プロジェクト担当理事 

阿津澤年度で奉仕プロジェク

ト担当理事を仰せつかりました

山崎和雄です。今年度奉仕プロ

ジェクトでは、これと云って変

わったプロジェクトはございま

せん。活動方針については、年

度計画書44ページに掲載している通りでございます。

参考にして頂ければ…と思います。 

中でも「岩槻まつり」については、7/21に委員会を

開いて決定致しますが、バザーの後に峰医院の駐車場

で「魚釣り」など行ってはどうか？と言う案が出てお

ります。委員会で決まりましたら、皆さんにご案内を

したいと思います。ペットボトルの回収に合わせて段

ボールの収集も行っていきたいと思います。今年もご

協力を宜しくお願い致します。 

 

担当理事及び委員長所信発表  

委員会報告  
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 ◆加藤和正青少年奉仕委員会担当理事 

皆さんこんにちは。阿津澤年

度の青少年奉仕委員会担当理事

の加藤和正です。宜しくお願い

致します。青少年奉仕は2010年

の規定審議会において、第５の

奉仕部門として採択されてお

り、非常に重要なものとして、青少年に指導力の育

成・地域社会奉仕・国際奉仕プログラムに参加の機会

を提供する。又、青少年交換事業による海外留学の機

会を提供して、世界平和と異文化の理解を深める心優

しい絆の育成であると云われております。我がクラブ

でも今年度も多額の積立金をして頂いており、今年度

は無理でも来年あたりは青少年交換事業が実現できる

かもしれません。期待しております。インターアクト

クラブについては、故西原勇会員が開智高校に最初に

インターアクトクラブを立ち上げましたが、進学校と

いう事でクラブ会員が次第に減少して行き消滅してし

まいました。次に岩槻商業高校へ第2のインターアク

トクラブを立ち上げましたが、これも顧問の小堺先生

の移動により、その後の顧問教師が決まらず現在は休

会状態となっております。再開出来れば良いと考えて

おります。目白大学については、大学の方針も変わっ

てきておりますので、地域と関わっていきたいという

希望もありますので、今後働きかけをしていきたいと

考えております。ＲＹLＡ(ライラ)についても参加要

請をして参りたいと考えておりますので、その際は会

移管皆様のご協力をお願い致します。ご清聴有難うご

ざいました。 

 

◆宮本和寿R財団・米山担当理事 

今週の土曜日に財団のセミナーが開催されましたの

で、クラブから田中バストガバナーと私で出席をして

参りました。財団も米山も寄付によって成り立ってお

りますが、その細部の点については、中々理解出来ま

せんでした。セミナーに参加して初めてその使い道や

寄付の意義みたいな事が多少なりとも理解出来まし

た。レートも今は１ドル１０２円ですので、レートが

安い時に早めに寄付をして頂けると良いのかなぁ～と

思いました。セミナーの中で、２名の財団奨学生の論

文の発表が原文で英文のままで行われ素晴らしかった

です。ご報告をさせていただきます。 

今年度はロータリー財団１００周年記念の年に当た

りますので、何らかの行動を起こしていきたいと考え

ておりますので、皆さんのご協力を宜しくお願い致し

ます。 

◆丹野寿明国際奉仕委員会委員長 

突然の指名ですので、心の準

備が未だございませんが、7/21

に奉仕プロジェクト合同委員会

が開催されますので、その時に

阿津澤会長から方針など伺って

から、具体的な行動については

検討して行きたいと思っております。特に韓国との交

流や海外奉仕プロジェクト支援についても検討して行

きたいと考えておりますので、どうぞ宜しくお願い致

します。 

 

◆豊住昇二職業奉仕委員長 

委員会の方針などについて

は、来月６日にセミナーがあり

ますので、そこに出席してから

方針などについて検討したいと

思っております。(この後、ロ

コモティブシンドロ～について

のお話がございました、ロコモティブシンドロームと

は、別名運動器症候群と云い、骨、関節、筋肉などの

運動器の働きが衰えると、暮らしの中の自立度が低下

し、介護が必要になったり、寝たきりになる可能性が

高くなります。運動機能の障害の為に要介護になった

り、要介護になる危険の高い状態がロコモティブシン

ドロームです。以下、紙面の都合により割愛させてい

ただきました。) 

 

◆清水常三青少年交換ブライダル委員長 

青少年交換委員会とブライダ

ル委員会については、年度計画

書を参照してください。今日は

時間もありませんので、余談の

話ですが、「清少納言と紫式部

について」一言お話しさせてい

ただきます。昔は名前をつけると云う事は裸にされる

様なものと考えられており、本人の名前を知っている

のは、たった３人のみで本人と、その両親だけであっ

た…と云う事です。清少納言や紫式部は、そのため

5,000円札には写真は乗らなかったそうです。結果的

に樋口一葉さんが5,000円札になったと云うことで

す。樋口一葉さんは本名は樋口夏子と云います。 
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阿津澤 清  羽田空港大変でした。今は何処へも行

けません。 

藤堂  昇  ４大奉仕理事の皆さん、今日は宜しく

お願いします。 

山崎 和雄  バザー用品の提供をお願いします。 

関根 隆光  毎日暑いですね。健康の有難さをしみ

じみ感じています。最初の例会から欠

席で申し訳ありません。 

斉藤 公司  間もなく梅雨明けですね。連日の猛暑

にご自愛を。 

萩原 秀咲  杉田さん、写真有難うございます。 

宮本 和寿  奉仕プロジェクトの所信、宜しくお願

い致します。 

遠藤 光治  今週はロータリーの勉強をする事にな

りました。 

小宮  勇  阿津澤年度、会計担当です。宜しくお

願い致します。 

加藤 和正  杉田バスト会長、写真有難うございま

す。 

菊池 和彦  暑いですね。そろそろ梅雨明けでしょ

うか。体調に気を付けましょう。 

豊住 昇二  暑いですね…。 

清水 常三  直前会長杉田政男様、写真有難うござ

いました。 

杉田 政男  暑中お見舞い申し上げます。 

丹野 寿明  熱中症に気を付けましょう。 

青山いづみ  暑い日射しに負けず頑張りましょう。 

橋本かほる  本日は、グループ担当理事・委員長の

所信表明です。楽しみにしておりま

す。 

藤田 恵子  今日は次男１３歳の誕生日です。反抗

期が心配です。 

田中 徹夫   水戸  恵   奥津 雅史 

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 
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出席免除(Excused Absence) 
 

次の様な場合、出席規定の適用は免除されるもの

とする。 

ａ)一つ又は幾つかのRCのロータリー歴と会員の年齢

の合計が８５年以上ある事。更に出席規定の適用

を免除されたい希望を、書面を以てクラブ幹事に

通告し理事会が承認した場合。 

ｂ)ＲＩ役員の欠席。会員が現役の役員である場合。

その会員に対する出席規定の適用は免除されるも

のとする。 

 ａ) ｂ)に該当するいかなる会員の欠席も、本クラ

ブの出席率算出に使う会員数に含まれない。その

出席も欠席も算出に使わない。 

 

財団への寄付(Contribution to the Founda-

tion) 
 

 次の三つの基金に寄付する事が出来る。 

年次プログラム基金 

 年次プログラム用の寄付金を入れておくもので、

元金で財団の奨学金や補助金を支払う。寄付金

は、寄付の約３年後に使われる。収益基金は、こ

の３年間の寄付収益を入れておくもので、プログ

ラムの運営、寄付増進、一般運営費に充てる。 

恒久基金 

 収益だけを財団プログラムの支援に使う基金であ

る。その目標は、財団への毎年の支援を補い、そ

れによって少なくともある程度のプログラム活動

を行い、また、将来における人類の緊急のニーズ

に応える新プログラムの拡張を容易にしようとす

るものである。べネファクターになることは、恒

久基金支援の第１歩と云える。 

ポリオ・プラス基金 

 ポリオ・プラス・プログラムとその目標を支援し

て授与される補助金すべてを支払うものである。 

 

ニコニコBOX金額報告  

7/19合計 ２８，０００円 

今年度累計 １０１，５００円 

出席報告  

例会日 総数 出席 欠席 Ｍｕ 出席率 

7/19免除 
2名 

28 
(2) 

21 
(2) 5 3 92.30% 

7/5修正 

免除2名 
28 
(2) 

23 
(2) 3 1 92.30% 


