
 

  

 

 
 

 

 
 

 
 

▪ 直前ガバナー 井原 實様(さいたま新都心RC) 

▪ 岩槻RC 会長 小田光司様・幹事 田中芳明様・会長エレクト 小林利郎様 

 直前会長 原田晃浩様 

▪ 大宮北RC 会長 河端 一様・副会長 久下良夫様 

▪ 大宮東RC 会長 河本 博様・高橋洋文様 

▪ 大宮西RC 幹事 渋谷廣慶様 

 

 
 

本日は井原實様ようこそおいで下さいました。 

昨年はいろいろお世話になりました。また、

大変ご苦労様でした。本日は卓話よろしくお

願いします。そして今日は沢山の第４グルー

プ会長・幹事・会長エレクトの方々、ようこ

そおいで下さいました。お陰様でかなり会場

がいっぱいになりました。有意義な時間をお

過ごしください。 

 さて、いよいよ「リオ・ディジャネイロのオリンッピク・パラリンピッ

ク」が始まりました。すでにサッカーの試合は初戦ナイジェリアに５－４

で惜しくも破れてしまいました。強い相手だったそうです。 

次回のオリンピックは東京で開催されます。整備された首都高速道路は前回

のオリンピックに出来た道路で、今までよく保っています。 

昔の東京オリンピックを見に行きたかったですが、その頃はお金が無

かったです。又、スポーツはやるものだと思っていました。見るものとは

思っていませんでした。更にお金が稼げるとも思ってなかったですね。 

野球・サッカー・ゴルフ・なんでも一流になるとすごい収入になるという

ことですね。ここではスポーツの話題には事欠かないです。イチロー選手

のこと3000本安打。荻野選手が個人メドレー400ｍ金メダル。など、体操

男子団体金メダル、今年はオリンピックイヤーで話題がスポーツで満杯です。 

高校野球も７日から始まりました。連続出場の花咲徳栄高校には頑張っ

て欲しいです。 

終戦記念日も８月15日で、71年を迎えました。昨年は安倍談話を発表し

て話題になりました。今年は参議院選挙にも勝ち憲法改正などの話題も

上っていますが、どう進めていくのでしょうか？ 防衛大臣が稲田さんと

いう事は頼りない人だと思いますが、裏を返せば日本は本気でないと思わ

しておくほうが得策なのかもしれませんね。 

話は変わって天皇陛下の「生前退位」については、陛下も大変お疲れな

のですね。戦死者の供養でパラオ諸島に行きましたし、そろそろ次の人に

渡す時期かもしれません。さて今月は増強月間ですよろしくお願いしま

す。本日もよろしくお願いします。 

会長挨拶 阿津澤 清会長 

本日の例会 
第1724例会 8月21日(日) 

 ８ 月１６日(火)は、 

規定により休会です。 

阿津澤年度(2016～2017)  
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1. 日本ロータリー学友会

より、「ローリー財団

１００周年記念シンポ

ジウム」の案内が届き

ました。 

・日時  11月 27日 (日 )

13:00 受付  

・場所 JPタワーホール＆カンファレンス  

 千代田区丸の内南口  

・登録料 ロータリアン・学友は10,000円 

・締切は9月30日です。 詳細は事務局まで 

2.さいたま市手をつなぐ育成会より会報64号が届きま

した。 回覧します。 

3.公益社団法人 さいたま観光国際協会より「28年度

年会費の請求」が送られてきました。 

4.大宮北東RC、大宮西RCより「週報」が届いておりま

す。回覧します。 

5.8月10日(水)「杉田年度最終理事会」を6時からペキ

ン亭にて開催します。 

 

 
 

◆山崎和雄地域社会奉仕委員長 

 こんにちは。本日例会が

終わった後、岩槻祭りのバ

ザーが終わった後、「ふれ

あいロータリー広場」につ

いて打合せを行いますの

で、お残り下さい。 

 

 
 

◆卓話者紹介 菊池和彦会員増強委員長 

皆さん、こんにちは。日頃は増強活動にご協力頂き

有難うございます。 

井原 實直前ガバナーにおかれましては、御多用の

所、卓話にお出で頂きまして誠に有難うございます。

心より感謝申し上げます。 

今日は増強委員会の担当

で ご ざ い ま し て、「増

強、退会防止」の重要な

課題のひとつが例会の充

実です。その観点から、本

日は井原直前ガバナーに

卓話をお願い致しました。 

 それでは僭越ではございますが、井原直前ガバナー

のプロフィールをご紹介させて頂きます。 

1950年3月7日に与野市でお生まれになり、1972年3月

慶応義塾大学工学部を卒業されました。その後6年間、

博士課程に進まれ修了されており、工学博士です。 

1978年4月、㈱東芝に入社され、デジタル技術の戦略

事業企画を推進され、グローバルに活動されました。 

1996年7月に㈱与野フードサービスの副社長に就任

され、現在は代表取締役社長でございます。 

ロータリーでは2000年2月にさいたま新都心RCに入

会され、2008～2009年度に会長を務められました。そ

の後、財団奨学・学友等の地区委員として活躍され、

2013～2014年度にロータリー財団部門委員長、翌年に

第2グループガバナー補佐、そして2015～2016年度に

当地区のガバナーを務められました。 

ガバナーの職務を完遂されました現在、色々な視点で

お話し頂けると存じます。 

 

◆卓話 直前ガバナー 井原 實様 

 ＝ロータリー(奉仕)と私＝ 

皆さんこんにちは。私

の在任期間中は大変お世

話になりました。又、今

日はメーキャップのお客

さんが多くてびっくり致

しました。大宮北クラブ

さんや大宮西、大宮東、

岩槻クラブさんや地区で顔馴染みの会員さんも多くや

りずらい思いがしています。(この後、ＤⅤＤの映像に

より、卓話を進めて頂きました。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日のテーマ 外部卓話  

委員会報告  

 IWATSUKI-EAST ROTARY CLUB WEEKLY REPORT 

幹事報告 藤堂 昇幹事 

「四つのテスト」と「ロータリー

の目的」を斉唱する杉田政男

直前会長。杉田直前会長に

は一年間会長職をマット―な

され、ご苦労様でございまし

た。これからも益々お元気で

ご活躍を祈念致します。 
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井原 實直前ガバナー様(さいたま新都心RC) 

  ガバナー在任中は、大変お世

 話になり有難うございました。 

河本 博様(大宮東RC) 本日は、ロータリーの勉強に

 出席しました。宜しくお願い

 致します。 

高橋洋文様(大宮東RC)  宜しくお願い致します。 

河端 一様(大宮北RC) 本日はお世話になります。 

久下良夫様(大宮北RC) 本日はお世話になります。 

小田光司様(岩槻RC) 本日は宜しくお願い致します。 

田中芳明様(岩槻RC) 本日は宜しくお願い致します。 

小林利郎様(岩槻RC) 本日はお世話になります。 

原田晃博様(岩槻RC) 本年度、初のメーキャップで

 す。昨年は大変お世話になり

 ました。 

渋谷廣慶様(大宮西RC) 本日はお世話になります。 

阿津澤 清  井原實バストＧ、本日は宜しくお願い

します。大宮北、会長・幹事、大宮東

会長・幹事、大宮西幹事さん、岩槻、

会長・幹事・直前会長、会長エレクト

さん有難うございます。 

藤堂  昇  井原直前ガバナー、今日の卓話楽しみ

にしています。 

菊池 和彦・加藤 和正  

 井原實直前ガバナー、本日はご多用の

所、卓話頂き感謝致します。 

山形 照之 井原ＰＧ卓話有難うございます。大宮

東、大宮北、岩槻、大宮西RCの皆様、

ようこそ。 

丹野 寿明  直前ガバナー井原様、卓話有難うござい

ます。岩槻RC会長小田様、幹事田中様、

会長エレクト小林様、直前会長原田様、

大宮北RC会長河端様、副会長久下様、大

宮東RC会長河本様、高橋様、大宮西RC幹

事、渋谷様ようこそいらっしゃいまし

た。宜しくお願い致します。 

（同趣旨）  山崎 和雄    奥津 雅史 

       豊住 昇二    斉藤 公司 

       清水 常三    加藤 和正 

       宮本 和寿    藤田 恵子 

       橋本かほる    小宮  勇 

       杉田 政男    関根 隆光 

       青山いづみ    田中 徹夫 

       水戸  恵    萩原 秀咲 

中里  仁 オリンピック、毎日楽しみに見ていま

す。 

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  

8/9合計 ５２，５００円 

今年度累計 ２２６，０００円 

出席報告  

例会日 総数 出席 欠席 Ｍｕ 出席率 

8/9免除 
2名 

28 
(2) 

22 
(2) 4 2 92.30% 

7/26修正 

免除2名 
28 
(2) 

20 
(2) 6 4 92.30% 

時間の関係で、用意して頂いた卓話の内容も充分に

お話し出来なかったかと思いますが、映像を交えた素

晴らしい卓話を聞かせて頂きました。機会があれば是非

続きをお伺いしたいと思います。井原實直前ガバナーに

阿津澤清会長より感謝のお花の贈呈です。 

岩槻RC、大宮西RC、大宮北RC、大宮東RCから大勢の

お客様にメーキャップにお越し頂きました。 


