
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

本日は恒例の岩槻祭りでの「手をつなぐ育成会

バザー」の支援を催しました。今回は売上的には

品物が少ない為、減少になりなした。だんだん品

物が持って来られなくなります。最近はお祝いの

品物も無くなって来ていますので、これからどう

するか検討して行かないといけませんね。 

リオデジャネイロオリンピックも８月５日から

始まり今回は、参加国が２０７カ国になりまし

た。４年間待ちに待った選手達も、17日間の予定

を終了しそろそろ終盤に差し掛かります。 

そして次のパラリンッピクに移っていきます。今回のオリンピックを振

り返って見ますと、開会式のテーマ・これからの世界は何処へ向かうの

か？ 地球温暖化の阻止が植林につながっていました。そして一人一人の

選手が木の種を植えていました。世界地図で海水が上がり埋もれてしまう

都市が映し出されていました。緑は人類を救います。次の時代は緑です。 

 今回は、日本選手もメダル獲得に相当頑張っています。ロンドンオリ

ンッピクでは少なかったのでそれよりも多い数を取りました。選手たちに

敬意を表したいと思います。金12個、銀８個、銅２１個 合計４１個にな

りました。 

柔道の選手はインタビューで見ていると耳がつぶれて膨れ上がっていま

した。寝技の稽古をするとつぶれてしまいます。体操の団体戦の金メタル

着地も完璧でしたね。そのあとの個人戦の種目別では着地が大きく乱れて

いました。 

会長挨拶 阿津澤 清会長 本日の例会 
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次回例会案内 
第1726例会 9月6日(火) 

集合・出発 りそな銀行前 10時 

例会テーマ 家族同伴納涼例会 

 築地市場見学 

担   当 親睦活動委員会 

8月21日(日)ワッツクレセントモールにて、「さいたま市手をつなぐ育成会」支

援バザーが開催されました。心配された天気にも恵まれ盛会でした。 
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 現地のブラジルは今３重苦でオリンッピクどころで

はないのだそうです。経済危機・汚職・ジカ熱・政治

も混乱していてルセフ大統領は職務停止、そのあとテ

メル大統領代行になったら落ち着いてきた。前中央銀

行総裁を財務大臣に起用したとの事、サンバのリズム

でいつも明るい国民性なので危機を乗り越えて再生で

きる事と思いますが、オリンピック後が心配ですね。 

お金の問題は何処の国でも不正が多いです。今資源

が安いから資源国家は収入が減っているので低迷して

いますね。 

話は変わりますが、高校野球も花咲徳栄高校が頑

張っていました。 旧盆も過ぎて台風７号も過ぎ、さ

いたま市で最後の祭りも今日終ろうとしています。去

年神輿の上に乗り・騒いでしまったので警察署長から

禁止処分で神輿のないお祭りになります。 

当クラブもこれから地域おこしの一環として「ロー

タリーふれあい広場」を試みています。初めてなので

うまくいくか判りませんが、やってみて今後の方針の

検討課題にしていければと思います。暑い中、大変で

すが全員のご協力をお願いします。 

 

 
 

◆山崎和雄地域社会奉仕委員長 

 「さいたま市手をつなぐ育

成会」支援バザーに早朝より

お手伝い頂きご苦労様です。

売り上げはバザーがビーズの

売り上げを合わせて112,140円

となりました。育成会支部長

の黒澤様から、会員皆さんにお礼を伝えて頂きたい…

との事でした。この後、3時から旧岩槻区役所広場に

てパレードと「ロータリーふれあい広場」のお手伝い

があります。役割分担はすでにＦＡＸしてありますの

で、宜しくお願い致します。 

 

◆山形照之出席奨励委員長 

皆さんこんにちは。次回

(8/30)の例会に森田武司バス

トガバナーが卓話に来られま

すので、大勢の会員の出席を

お願い致します。  

委員会報告  

 IWATSUKI-EAST ROTARY CLUB WEEKLY REPORT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岩槻まつりバザー・ふれあい広場写真集 
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 IWATSUKI-EAST ROTARY CLUB WEEKLY REPORT 

今年度初めての試みで、「岩槻

まつりふれあい広場」を行いまし

た。めだかやドジョウ掬い等を行

いポップコーン、チョコバナナの

販売を行いました。又、大人には

生ビールも用意し(有料)収益金

は東日本震災や熊本地震への

寄付を考えております。 

会員には、バザー支援の後、パ

レードの参加もあり、ふれあい広

場の設営、運営と真夏の暑い一

日フル活動でした。お疲れ様で

ございました。 
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阿津澤 清  岩槻まつりです。新規事業ですが、宜

しくお願いします。 

藤堂  昇  今日は皆様、バザーお疲れ様でした。

午後も宜しくお願いします。 

小宮  勇  阿津澤年度岩槻祭り、無事に楽しみま

しょう。 

山崎 和雄  岩槻まつり例会のバザー協力、有難う

ございました。 

杉田 政男  役員、事務局の皆様、有難うございま

す。天気に恵まれて良かったです。明

日は雨です。 

中里  仁  バザーは完売、後はメダカ等。 

斉藤 公司  暑い中、ご苦労様です。体調に気を付

けましょう。 

遠藤 光治  育成会バザー、ご苦労様です。「ふれ

あいロータリー広場」の設営、ご苦労

様でした。 

関根 隆光  台風が大した事の無いよう願っていま

す。 

宮本 和寿  早朝よりバザー参加ご苦労様です。 

山形 照之  委員会の皆様、お疲れ様です。 

清水 常三  今日はメダカすくい担当です。頑張り

ます。 

丹野 寿明  汗びっしょりで気持ち悪いです。 

清水 裕次  「岩槻まつり」バンザーイ！ 

青山いづみ  今日一日、暑さに負けずロータリー活

動、頑張りましょう。 

奥津 雅史  皆様、朝からご苦労様です。 

藤田 恵子  岩槻まつりのお手伝い、長丁場になり

ますが、頑張りましょう。 

（同趣旨）  萩原 秀咲    橋本  昇 

       星本 幸男    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  

8/21合計 ２７，０００円 

今年度累計 ２５３，０００円 

出席報告  

例会日 総数 出席 欠席 Ｍｕ 出席率 

8/21免除 
2名 

28 
(2) 28 0 0 100.0% 

8/2修正 

免除2名 
28 
(2) 

22 
(2) 4 2 92.30% 

さすがロータリアンです。お借りした駐車場では、最

後の方付けまで、丁寧に行い暑いあつい祭りの一日

は終わろうとしています。熱中症にならなくて良かった

です。昼休みに青山会員宅での休憩を取らせて頂

き、助かりました。お心遣いに感謝いたします。 


