
 

  

 

 
 

 

 

 
 

早くも１０月になりました。相変わらず台風に

痛めつけられております。明日・明後日と１８号

の進路次第で直撃になります。去年と同じです、

気をつけましょう。 

昨日、第２７７０地区のゴルフ大会が大利根

カントリークラブで行われました。総勢３２０

人の参加でした。当クラブの奥津さんが４３・

４３の８６回で第１０位になりました。おめでとうございます。また、

翌々日(６日)には当クラブのゴルフ大会が開催されますので、多勢の参加

をお待ちしています。 

昨日、発表されたノーベル賞の医学・生理学賞に大隅良典教授[東京工

業大学栄誉教授]が選ばれました。去年の大村先生に続き過去４人目の快

挙であります。上村直樹さんも文学賞の候補に挙がっているそうです、発

表が待ちどうしいです。 

又、去年の今頃はＶＷのディーゼル車が排気ガス規制逃れで制裁金２兆

円、米環境保護局による大気浄化法違反で摘発されました。ＶＷ・アウ

ディで２００８年以降に販売された小型車「ゴルフ」・「パサート」など

５車種、排ガス試験をクリアーするため検査中だけ排ガスを減らす違法な

ソフトを使っていた。通常走行の窒素酸化物は基準値の４０倍を超えてい

た。その為４８万２千台のリコールを命じられた。 

また、国内では去年は安保法の成立に向けて、公明党の支持母体の創価

学会から厳しい反対の声が上がっていました。公明党の山口那津男代表は

日本の今と将来に対して大事な法律なので、冷静に受け止める目が必要で

ある。さらに政府が法律で決めた通りにやるかどうか？国会がしっかり目

を凝らすようにする。集団的自衛権を認める内容で戦後の安保政策の大き

な転換点になるということで説き伏せた。その頃、デモが国会前で毎日の

ように激しく行われた時期でした。 

今年は、リオデジャネイロのオリンッピクが終わりスポーツ一色の年で

した。難民選手団も出来ました。ヨーロッパではシリア紛争も終結する見

込みが遠のいていますので、難民問題も長引くでしょう。 

話は変わりますが、新都心では10月３日に国の造幣局が完成しました。

工場と「造幣さいたま博物館」として一般に公開されています。是非見学

に行きたいものです。 

来週の10月11日はガバナー補佐清水伸洋様が来られます。再来週の10月

18日はガバナー公式訪問です皆さんよろしくお願いします。  

 

 
 

1. 地区より「NPO法人 国際ロータリー日本青少年交換委員会が他地区合

同奉仕活動であることを承認する件」の署名の依頼が届きました。 

会長挨拶 阿津澤 清会長 本日の例会 
第1731例会 10月11日(火) 

幹事報告 青山いづみ副幹事 

阿津澤年度(2016～2017)  

岩槻東ロータリークラブ週報 

     

第13例会 2016年10月11日発行 

第13例会 10月4日(火)1730号 
会 場 市民会館いわつき 301 
点 鐘 12:30 

テーマ 卓話 
 米山奨学生 ジョルダン君 
担 当 米山奨学委員会 

会   場 市民会館いわつき 301 

点   鐘 12:30 

例会テーマ クラブフォーラム  

 公式訪問について 

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 

次回例会案内 
第1732例会 10月18日(火) 

会   場 市民会館いわつき 401 

例会テーマ 公式訪問例会  

担   当 会長・幹事 
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 次回理事会にて、審議致

します。 

2. 地区より、「ロータリー

の友」の掲載記事の紹介

が届きました。 

3. 地区より、「世界ポリオ

デー」10月24日に関して

のクラブのイベントの提出の依頼が届きました。 

4. RI財団室より10月のロータリーレートは1ドル102

円のお報せが届きました。 

5. RI日本事務局より「財団ＮＥＷＳ」10月号が届き

ました。 回覧します。 

6. レターケースに以下の書類が入れてあります。 

①地区大会のご案内  ②財団奨学生募集パンフ

レット  ③ロータリーの友 10月号  ④ガバ

ナー月信10月号  

7. 本日、例会終了後、「奉仕プロジェクトグループ

合同委員会」が行われます。 

8. 来週10月11日(火)午後6時30分より、「万世」に

て、第5回理事会が行われます。 

 

 
 

◆斉藤公司米山記念奨学委員長 

米山奨学委員会からのお願

いでございます。すでに大勢

の方々にご寄付を頂いており

ますが、一人25000円以上で

ございます。ご協力をお願い

致します。因みに委員の方は

関根さん、菊池さん、橋本 

昇さんです。宜しくお願い致します。 

 

◆奥津雅史親睦委員長 

 いよいよ明後日に迫りまし

た我がクラブの阿津澤年度

「第 1回ゴルフコンペ」で

す。心配された台風もどうや

らそれる予想です。全部で7

組の申し込みがございまし

た。ゲストも何人かおりま

す。出発・集合は「薬師」に8時です。宜しくお願い

致します。 

 

 
 

◆斉藤公司米山記念奨学委員長 

 今日は米山奨学生のアレハンドロ・ジョルダン君に

卓話をお願い致しました。昔と違って米山奨学生のレ

ベルが上がっており、非常に優秀な方が選ばれており

ます。ジョルダン君も日本語も達者です。卓話が楽し

みです。 

 以前(遠藤年度)の米山奨学生のアナスタシアが一度

病気したと聞いておりましたが、今はアジア系の男性

と結婚して男の子が生まれたとの事でした。そこで

「兜」を送ったのですが、返事がなかったわけです。

その後大分に行かれた様ですが、震災にあったとの事

です。心配しておりますが連絡がとれません。 

 

◆卓話 アレハンドロ・ジョルダン君  

米山奨学生

になってやく

６か月たちま

した。この

間、様々な人

と出会えて他

面で成長して

きました。６か月は長い時間とは言えないが、大学生

の立場から６か月の出来事は一生響く力を持ちます。

１年半の奨学生生活がまだ残ると考えるさい、将来に

希望の光を感じます。 

それでは、この時間に起きたことそして、そこから得

たものについて話したいと思います。奨学生の義務活

動では、岩槻東 RC の例会にほぼ毎週出席してきまし

た。その場では、ロータリアンと接して、経験豊かな

方々と話してきました。ここで得たものは、ロータ

リーと社会についての知識またはロータリーへの所属

感でした。 

例会の他に、米山梅吉記念館の訪問もありました。こ

こでは、ロータリーの創業理念と歴史についって学び

ました。または、９月で行った老人ホームの奉仕活動

もありました。この際、ロータリーの基礎にある奉仕

の意志そして日本の文化でもある、敬老の意志を探る

経験を得たと思います。 

義務活動以外、様々な活動に参加して得るものがたく

さんありました。川口北東 RC の奉仕活動、大宮北東

RC の奉仕活動、川口の３クラブ合同例会、戸田西 RC

の農業祭、キャンドルナイト等の活動に参加して来ま

した。その活動から、多くのロータリアンと話し合っ

て、日本の文化と日本人の考え方について知ることに

なりました。視線が広がった事が得たものであると考

えます。 

奨学生の生活は始めたばかりで、これからもたくさん

本日のテーマ 米山奨学生卓話  

委員会報告  
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 経験を重ねていきたいと考えっています。10月以降、

卓話をすることで今の持っている経験をロータリアン

に伝えることができます。そのように、僅かながら、

ロータリーに貢献できると思います。 

おそらく社会人になって、この２年間の出来事は多く

に響いていきます。ロータリーとの絆は一生大事にし

ます。 

ロータリアンの皆様、岩槻東 RC, 米山奨学会委員会

の皆様、カウンセラーの菊池様、そして他の奨学生に

毎日、心から感謝しています。(ジョルダン君の米山

記念奨学会へのレポートより) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆菊池和彦米山奨学生カウンセラー 

 皆さん改めましてこんにちは。ジョルダン君の卓話

でしたが、彼については、日本語も堪能でスーツをい

つも着用していて、実にジェントルマンだと思いま

す。私もカウンセラーになって初めて米山記念館へ彼

と一緒に行ったりした事によって、少し理解を致しま

した。そこで米山梅吉先生(1868～1946年)について少

しお話をさせていただきます。昭和12年初等部の前進

である緑岡小学校に私財を投じて創立され、初代校長

となる。その後、緑岡小学校は青山学院初等部となっ

た。明治16年静岡県の長泉町から上京、第二代院長本

多庸一先生の教えを受ける。二十歳でアメリカへ留

学、明治28年に帰国後、勝海舟の教えを受け、三井銀

行常務取締役を経て、大正13年三井信託銀行を創立。

実業界の代表的な一人となる。その間大正9年、日本

にロータリクラブを設立。多大な功績を残され、昭和

9年第一線を退かれた後も、社会事業、医療事業、教

育研究事業など多くの奉仕をする。周囲の人々に対し

てご自分の力を心から尽くされた。しかしご自分事や

ご自分の仕事について多くを語られなかった。米山記

念館は梅吉先生が亡くなられてから東京ロータリーの

メンバーが建設したものである。(一部米山梅吉伝よ

り抜粋・写真は米山梅吉先生

の胸像です。) 

 

 奨学生の数ですが、今年度

は継続が5名で地域の方の学生

が26名で合わせて31名の学生

が居ります。全国では、730名

ほど居ります。ご承知の通

り、米山奨学生の奨学金は会

員皆様の寄付のみで運営しておりますので、是非ご寄

付のご協力をお願い致します。全国では34地区16億

円、当地区は7千万円程だそうです。学生は7つの指定

校から推薦され、選考試験を受けております。ジョル

ダン君の様な優秀な学生が来て頂いてラッキーだと

思っております。 
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■ 星本 幸男会員  お誕生祝い 

■ 橋本  昇会員    〃  

■ 豊住 昇二会員  ご結婚記念 

■ 山形 照之会員    〃 

■ 宮本 和寿会員    〃 

■ 藤堂  昇会員     〃 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

阿津澤 清  ジョルダン君宜しくお願いします。地

区ゴルフが終了し、当クラブのゴルフ

大会、ご参加有難うございます。 

青山いづみ  今日は代理幹事を務めさせて戴きます。

次年度は毎回かと思うとドキドキです。 

菊池 和彦  ジョルダン君、卓話ご苦労様です。一緒に

ロータリーを、日本を楽しみましょう。 

杉田 政男  ノーベル賞、3年連続医学賞、大隅教授

おめでとうございます。日本人はすご

い。ご本人は好奇心の賜物とおっ

しゃっております。 

斉藤 公司  米山記念奨学金寄付金を今月10月から

集めさせていただきます。宜しくお願

いします。 

宮本 和寿  阿津澤年度も、あと9か月になりまし

た。ジョルダン君卓話ありがとう。結

婚祝い有難うございます。 

小宮  勇  ジョルダン君の卓話、たのしみにして

います。大隅様のノーベル賞うれしい

ですね。 

丹野 寿明  米山奨学生ジョルダン君、卓話楽しみ

です。 

清水 常三  ジョルダン君、今日は卓話有難うござ

います。 

 ( 同趣旨 ) 藤田 恵子    遠藤 光治 

豊住 昇二  結婚祝いですか。婚約祝いでは…! 

橋本かほる  ジョルダン君、卓話楽しみにしており

ましたが、途中退席致します。次を楽

しみにしております。 

橋本  昇  誕生祝い有難うございます。 

奥津 雅史  ジョルダン君の卓話楽しみです。6日の

クラブコンペ、台風どうでしょう？ 

山崎 和雄   田中 徹夫   加藤 和正 

萩原 秀咲 
 

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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ニコニコBOX金額報告  

10/4合計 ３０，０００円 

今年度累計 ３９８，０００円 

出席報告  

例会日 総数 出席 欠席 Ｍｕ 出席率 

10/4 
免除2名 

28 
(2) 

19 
(2) 7 6 96.15% 

9/20修正 

免除2名 
28 
(2) 

16 
(2) 10 5 80.76% 

ご結婚・お誕生祝い  

今月誕生月、結婚月の皆様、おめでとうござ

います。いつまでもお元気にてご活躍下さいま

すようご祈念申しあげます。 

阿津澤清会長より１０月分の奨学金を

受け取るジョルダン君、益々勉学に勤

しんでください。 


