
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 納涼例会に多数ご参加下さいましてあ

りがとうございます。今回は今、話題に

なっています築地市場見学、迎賓館見

学、昼食は「芝・とうふ屋うかい」の会

席料理をゆっくり頂きましてご満足いた

だけたかと思います。 

 築地市場については環境問題で、発が

ん性の物質が今だに出るので、よく調査

して東京オリンッピクまでには解決して日本の台所を見せてあげたいもの

です。 

 話が変わりますが、隣の北朝鮮からミサイル３発が同時に発射され北海

道奥尻島から２００～２５０キロのところに３発落ちたという事で、技術

力に脅威を招いています。 

 また、中国ではＧ２０が開催されています。 

習近平氏とパク・クネ大統領の会談が行われた時間に打ち上げられたよう

です。 

安倍首相も習近平首相との会談で尖閣諸島の周辺での挑発に歯止めを掛け

るようにするのが狙いだったが、逆に歩み寄りは見られず「互恵関係を進

めるとした日中の共同理念は、かすむ一方です。築地のお客様は中国系が

多いそうです。 

今回、自衛隊は事前に発射の兆候をつかめなかった。相手も移動式の発

射台を使っているとのことです。発射の第１報は発射台の赤外線を探知す

る米軍早期警戒衛星に頼らざるを得ないのが実情である。自国で衛星を上

げて監視することも考えているがコスト面でも技術力でもハードルが高い

ということです。「隣は何をする人ぞ」友好が深まる相手ではないです。 

ロータリーがあれば違うのでしょうが…。 

 最後に、会員増強にご協力をお願いします。 

会長挨拶 阿津澤 清会長 本日の例会 
第1727例会 9月13日(火) 
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第9例会・第10例会 2016年9月20日発行 

第9例会 9月6日(火)1726号 
集 合 埼玉りそな銀行前 
 10:00 出発 

テーマ 家族同伴納涼例会 
 築地市場見学・とうふ屋うかい 
担 当 親睦活動委員会 

会   場 市民会館いわつき 301 

点   鐘 12:30 

例会テーマ 広報副委員長 

 豊住昇二会員卓話 

担   当 会報・広報委員会 

斉   唱 君が代･奉仕の理想 

ご来客紹介 阿津澤 清会長  

結婚誕生祝 親睦活動委員会 

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 

次回例会案内 
第1728例会 9月20日(火) 

会   場 市民会館いわつき 301 

例会テーマ リレー卓話 

担   当 ロータリー財団委員会 

本日の例会 
第1727例会 9月13日(火) 



 

2 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IWATSUKI-EAST ROTARY CLUB WEEKLY REPORT 

迎賓館赤坂離宮の正面入り口風景。普段は予約なくして中へ入る事は出来ません。次回は是非、中も見学したい

ものです。ツーショットの写真は加藤ご夫妻、阿津澤ご夫妻、菊池ご夫妻です。今回はこの3名のご家族の参加をい

ただきました。奥様方の影の支えでロータリー活動が続けられます。何時も有難う‥‥。 

9月6日納涼例会は

築地場外散策と赤坂

迎賓館前より見学、そ

して東京タワーの下の

「と うふ屋うかい」に

て、美味しい料理を堪

能いたしました。写真

上は司会の宮本会

員、左は奨学金を受

け取るジョルダン君 
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 為、遅れました事、お詫びいたします。阿津澤会長と

藤堂幹事さんには7月早々にお越し頂き、貴重なお話

を頂きました。有難うございます。内のクラブと岩槻

東クラブさんを比べて見ますと先日の井原直前ガバナー

の例会にも感じましたが、こちらのクラブは週報を見て

も活気があり、和やか

な感じが致します。そ

れは女性会員が何人か

いらっしゃるからなの

かと思います。女性の

活躍と和やかさを見習

いたいと感じました。 

 

◆大宮東ロータリークラブ幹事 高橋洋史様 

 改めまして、大宮東ロータリークラブ幹事の高橋洋

史です。先日、こちらのクラブの田中徹夫パストガバ

ナーとご一緒して「フィリピン視察旅行」へ行って参

りました。その節は田中パストガバナーには、大変お

世話になりました。有難うございました。そして大勢

のロータリアンと知り合いになれました。これからも

お付き合いのほど宜しくお願い致します。  

 

 
 

1. ロータリー財団より、宮本

会員にマルチプル第6回目

のバッチが届きました。 

 (写真は右下) 

2. 地区より「青少年交換帰

国学生報告会」の案内が

届きました。 

 ・日時 10月2日(日) PM2:00 開会 

 ・場所 別所沼会館 

3. 地区より、「地区大会RI会長代理ご夫妻歓迎晩餐

会」の案内が届いております。 

 ・日時 11月12日(土)  PM6:00 開会 

 ・場所 浦和ロイヤルパインズホテル ４階 

4. 公益社団法人さいたま観光国際協会より「世界盆

栽大会」のポスターとパンフレットが届きまし

た。又、地域スポーツコミッション国際会議の案

内が届きました。 

5. 地区より菊池会員

に 米 山 カ ウ ン セ

ラーのお願いが届

いております。 

6. 手をつなぐ育成会

岩槻区支部長より

「祭りバザー」のお礼状が届いております。 

7. 次年度「役員キッド」が丹野会長エレクトに届き

ました。 

8. 第6回会長・幹事会・第１回ＩＭ実行委員会が10/18

(火)JACK大宮 5階にて、6時より行われます。 

9. 今晩「阿津澤年度第4回理事会」を6時30分から

「焼き肉やっちゃん」にて開催します。 

10. ガバナー月信、ロータリーの友誌がレターケース

に入れてあります。 

 

 
 

◆田中徹夫バストガバナー「3800地区プロジェクト

視察旅行報告」 

 今月9/4(日)～9/6(火)にかけ

て、フィリピン3800地区マラボ

ンロータリーへプロジェクトサ

イトの視察旅行へ、地区全体で

50数名で行って参りました。そ

の時の写真を回覧していますの

で、ご覧ください。 

 

 
 

◆豊住昇二広報・会報副委員長 

皆さんこんにちは。清水裕

次委員長より、卓話の依頼が

参りましたので、何をお話し

しようかと考えましたが、以

前私が行っていた「太極拳」

について、お話しさせて頂き

ます。資料を配布いたしまし

たので、参考にご覧ください。(内容については、紙

面の関係で割愛させて頂きます) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幹事報告 藤堂 昇幹事 

委員会報告  

本日のテーマ 会員卓話  
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「とうふ屋うかい」には、重陽の節句

が飾られておりました。9月9日を云

い、起源は古来中国では、奇数は

縁起の良い陽の数とされ、一番大

きな陽の数が重なる9月9日を重陽

の節句といたしました。 



 

5 

 

 
 

大宮東ＲＣ 会長 河本 博様 ・ 副幹事 高橋洋文様 

 

 
 

先週は、納涼例会に沢山の出席ありがとうござい

ました。天気も良く楽しんでいただけたと思いま

す・奥津委員長さんをはじめ親睦委員の方々ありが

とうございました。 

 本日は大宮東ＲＣの河本会長・高橋副幹事さんに

表敬訪問にお越し頂き有難うございます。 

東京の築地市場も今年で移転なので、見学に行って

みましたが、小池知事の判断で延期ということになりました。かなり埋立てに

問題があり、「ベンゼン」という発がん性物質の濃度が高いということで危険

です「食」を扱うところですからよく調査をしてもらいたいです。 

去年は９月１日がガバナー公式訪問でした。中国株の暴落が７月頃から始ま

り雲行きが怪しくなってきた頃でした。現在では円高に推移し輸出産業は打撃

を受けて利益を圧迫して大変であります。 

さて、９月７日より、リオディヂャネイロでパラリンピックが始まりまし

た、開会式も雨の中行われました。選手たちは体のいろいろなところが悪いに

もめげず、凄い気力で全力を出しています。1500ｍ競争で目の悪い人と手を縛

り一緒に走りきる。片足がなく具足をつけて走り幅跳びを４ｍも飛ぶ・片手が

ない人の水泳とか、相当練習をしてこないと泳げないと思う。 

気力を生み出すことが凄いと思います。 

いま若者の間では自殺行為が簡単に行われています。親から貰った大切な体

を、いとも簡単に友達と自殺をしてしまう。９月１日が一年のうちで一番多い

日だそうです、夏休みから学校に登校するいやな日という事だそうです。 

今はスマホとか連絡方法が個人なので親もわからないです。 

ブラジルもオリンッピクが終わるとどうなるでしょうか？そういう中、ブラ

ジルのルセフ大統領が国家会計を粉飾したとして弾劾裁判に掛けられる事に

なった。どこの国でも金銭トラブルは命取りです。 

 そして、ジカ熱もブラジル全体に広がっています。ネッタイシマカ・ヒトス

ジシマカによって媒介され、ジカウイルスによる感染症である。過去、南太平

洋地域で流行が認められていました。昨年５月来からブラジルを中心とした中

南米に多数の発症が報告されています。妊娠中のジカ熱への感染と胎児の小頭

症に関連性が疑われています。今年２月にはＷＨＯが「国際的に懸念される公

衆上の緊急事態を宣言しました。日本においては感染の症例はないという事で

すが、心配です。  

 

 
 

◆大宮東ロータリークラブ会長 河本 博様 

 皆様こんにちは。大宮東ロータリークラブの会長の河本博です。本日

は、副幹事の高橋洋史と共に表敬訪問にお伺い致しました。本来ならば

もっと早く伺うべきでしたが、クラブの「サマーフェスティバル」開催の

4 

お客様紹介 

阿津澤年度(2016～2017)  

岩槻東ロータリークラブ週報 

     
第10例会 9月13日(火)1727号 
会 場 市民会館いわつき 
点 鐘 12:30 

テーマ 会員卓話 
 豊住昇二広報･会報副委員長 
担 当 広報・会報委員会 

 

 

 

 

 

 

次回例会案内 
第1729例会 9月27日(火) 

会   場 市民会館いわつき 301 

例会テーマ 卓話 地区学友委員 

 岡田和男様 

担   当 学友部会委員会 

本日の例会 
第1728例会 9月20日(火) 

会   場 市民会館いわつき 301 

点   鐘 12:30 

例会テーマ リレー卓話  

担   当 ロータリー財団委員会 

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 

会長挨拶 阿津澤 清会長 

お客様ご挨拶 
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■ 宮本 和寿会員 お誕生祝い 

■ 山崎 和雄会員 ご結婚記念 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

河本 博様  (大宮東RC) 遅くなりましたが、阿津澤

会長年度の表敬訪問にお伺い致しまし

た。本日は宜しくお願い致します。 

高橋洋史様  (大宮東RC)宜しくお願い致します。 

阿津澤 清  中秋の名月、もう秋の長雨に突入です。 

藤堂  昇 豊住会員、今日は面白いお話、期待し

ております。 

山崎 和雄  結婚記念祝い有難うございます。 

宮本 和寿  大宮東クラブ河本会長、高橋副幹事

さん、ようこそ。先日の納涼例会、親

睦委員会の皆様、ご苦労様でした。 

（同趣旨）  菊池 和彦    青山いづみ 

豊住 昇二 例会の卓話担当します。宜しくどうぞ。 

加藤 和正 豊住昇二会報・広報副委員長、卓話に

感謝します。 

（同趣旨）  清水 裕次    丹野 寿明 

       橋本かほる 

奥津 雅史  先日の納涼例会、ご参加の皆様、有

難うございました。来られなかった

皆様、次回宜しくお願い致します。 

清水 常三  納涼例会には、当日のキャンセル、

大変申し訳ございません。 

遠藤 光治  気温の変化の季節になりました。体

に気を付けましょう。 

杉田 政男  大宮東 RC会長様、副幹事様ようこ

そ。秋の長雨の季節となりました。

健康にご留意ください。 

中里  仁  今年は余り米がとれないようです。 

小宮  勇 今日の雨、少しづつ涼しくなりました。 

斉藤 公司  公務の為、早退します。 

田中 徹夫    水戸  恵   萩原 秀咲 

藤田 恵子 

 

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  

9/13合計 ３７，０００円 

今年度累計 ３２２，０００円 

出席報告 (第９回分) 

例会日 総数 出席 欠席 Ｍｕ 出席率 

9/6 
免除2名 

28 
(2) 

28 
(2) 0 0 100.0% 

8/21修正 

免除2名 
28 
(2) 

28 
(2) 0 0 100.0% 

ご結婚・お誕生祝い  

出席報告  

例会日 総数 出席 欠席 Ｍｕ 出席率 

9/13 
免除2名 

28 
(2) 

22 
(2) 4 1 88.46% 

8/30修正 

免除2名 
28 
(2) 

22 
(2) 4 2 92.31% 

ニコニコBOX金額報告 （第９回分） 

9/6合計 ０円 

今年度累計 ２８５，０００円 

今月誕生祝いの宮本会員、結婚祝いの山崎 

会員、おめでとうございます。末永くご活躍

を‥ 


