
 

  

 

 
 

 

 

 
 

■ 第4グループ ガバナー補佐 清水伸洋様 

 

 
 

本日は清水伸洋ガバナー補佐

よろしくお願いします。次週は

浅水尚伸ガバナーの公式訪問で

あります。会員の皆様よろしく

お願いします。 

さる、１０月６日（木）今年

度、初めてのゴルフ大会が佐野

東武藤ヶ丘カントリークラブで

行われました。見事優勝は山崎

和雄さんでした。おめでとうご

ざいます。また多勢の参加ありがとうございました。お陰様で天候にも恵

まれ素晴らしい１日が過ごせました。 

今回、ノーベル賞で平和賞が決まりました。それは、ジョルダン君の故

郷のコロンビアの大統領のサントス大統領（６５）内戦の和平合意に尽力

したことで授与されました。左翼ゲリラのコロンビア革命軍のロンドニョ

最高司令官も候補に挙がっていたということです。 

また、国内では、熊本の阿蘇山が噴火をしました。大分県の方面に火山

灰が降っているそうですが、３６年ぶりの爆発的噴火で噴煙は１万メート

ルに達したそうです。九州に集中して災難が起きていますが何とか頑張っ

てほしいものです。 

そして、国会でも集中砲火を浴びている人がいます。いま南スーダンに

視察に行っている稲田朋美防衛大臣です。相手は蓮舫民進党・党主です。

尖閣諸島に自衛隊を派遣するという発言や、核保有をすべきだとか、以前

に子育て支援の予算を全部防衛費に回すと発言をしたそうですが今も同じ

く思っているのかと問われ、以前の文章を読めと言われてどこを読んだら

いいのか、強制的に読まされていました。それに政治資金の領収書のコ

ピーや同じ人の字体で何通も書かれている問題など…稲田さんは将来の女

性総理大臣候補と言われているそうですが、本当にそうなのですか、頼り

ないと思いますが。 

海外では、フィリピン大統領のドゥテルテ氏は反米姿勢を強めていま

す。オバマ氏に「地獄に落ちろ」と述べた。中国やロシアに接近する構え

だ。合同訓練なども行わない模様だ。こうした発言は米比友好関係に反す

るとホワイトハウス側は苦言を呈した。日本でもただ事ではないあの海域

を通過できなくなったら経済的にも支障が出るし、ロータリーでも支援が

できなくなるのではないかと懸念されます。    
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1. 地区より「高校生

海外研修派遣団員

募集」の案内が届

きました。 

 ・来年３月25日～

3月30日までの5泊

6日間  

 ・募集人員 45名  

 ・費用 68,000円  

  各クラブ負担金は30,000円予定   

  詳細は事務局まで 

2. 岩槻商業高校より、「文化祭」の案内が届きまし

た。10月22日（土） 

 AM9:30～PM3:00まで 

3. 青山会員にRLIパートⅡの修了証が届いておりま

す。 

4. RI財団室より杉田会員、菊池会員、丹野会員に領

収書が届きました。 

5. 岩槻ロータリー、大宮北東ロータリーより週報が

届きました。 

6. 本日午後6時30分より、「万世」にて、第5回理事

会が行われます。 

 

 
 

◆清水裕次広報・会報担当理事 

 すでに配布されて

お り ま す「ロ ー タ

リーの友」10月号に

ついて、簡単に内容

を ご 紹 介 い た し ま

す。先ず横組みの 23

ページに「巣立った

奨 学 生 た ち は、い

ま」と云うタイトルで、大宮北東RCがホストをしてお

り ました チュオ ン・トゥ イ・ラ ンさん (ベ トナ

ム／2006～07)が掲載されております。彼女はホーチ

ミンの出版社で編集の仕事をしながら「窓際のトット

ちゃん」(黒柳徹子著)や「奥菜のいない男たち」(村

上春樹著)など、日本で人気の高い作品をベトナム語

に翻訳して紹介しています。 

 又、縦組みの30ページには、「蓮田RCと宮崎南RC合

同親睦例会IN京都」と云うタイトルで掲載されており

ます。 

最後に横組みの27ページに米山の地区別寄付額・功

労者数・奨学生数の一覧表が掲載されております。そ

れによりますと2015～2016年度は寄付額が５位で、功

労者数が３位となっております。 

 

 
 

◆公式訪問に向けて 

 清水伸洋 第４グループガバナー補佐 

 皆さんこんにちは。今年は長雨が多くて今日は急に

涼しくなりました。昨日、孫の運動会が行われまし

た。大変涼しい中行われました。夜チーズホンジュで

家族皆で食事して楽しみました。 

 又、中学生の職場体験が行われております。私の店

は花屋ですので、中学生を預かりました。 

朝から夕方まで店の掃除をしたところ、何故掃除をす

るのか？ これは大切な人をお招きする為だよ…と教

えました。そして近江商人の心得と云われております

「三方良し」と云う事もお話しました。一つは売り手

良し、２つは買い手良し、３つ目は世間に良しと云う

事をお話しました。中学１年生、２年生でしたので、

参考になったかと思っております。  

 来週はガバナーの公式訪問です。第４グループでは

岩槻東クラブが最後の公式訪問例会となります。宜し

くお願い致します。(この後、クラブフォーラムの内

容については、割愛させていただきます。 

本日のテーマ クラブフォーラム  

委員会報告  

 IWATSUKI-EAST ROTARY CLUB WEEKLY REPORT 

幹事報告 藤堂 昇幹事 

去る10月6日、佐野

東武藤が丘カントリー

クラブにて開催され

た当クラブのゴルフコ

ンペにて、優勝いたし

ました山崎和雄会員

おめでとうございま

す。 
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第4Gガバナー補佐 清水伸洋様(大宮東RC) 

 本日は宜しくお願いします。 

阿津澤 清  清水伸洋ガバナー補佐、本日は宜しく

お願いします。地区自治会の運動会も

終了しました。 

藤堂  昇  来週はガバナー公式訪問です。皆さん

宜しくお願いします。 

菊池 和彦  清水伸洋ガバナー補佐、ご苦労様で

す。ご指導宜しくお願いします。 

（同趣旨） 清水 常三    小宮  勇 

       宮本 和寿    遠藤 光治 

       中里  仁 

杉田 政男  清水伸洋ガバナー補佐、ようこそ。卓

話有難うございます。 

（同趣旨） 清水 裕次    山形 照之 

       豊住 昇二        丹野 寿明 

斉藤 公司  米山記念奨学金寄付、ご協力ありがと

うございます。もう少しで目標の100％

に届きます。 

奥津 雅史  先日のクラブコンペ、大盛会に終わり

ました。すべてのクラブ会員の皆様に

感謝申し上げます。(>_<) 

山崎 和雄  Ｇ補佐の清水様、ようこそいらっしゃ

いました。又、10/6ロータリーゴルフ

コンペで優勝させていただきました。

有難うございました。 

加藤 和正  第４Ｇガバナー補佐 清水伸洋様、クラ

ブ訪問に感謝します。 

関根 隆光  久し振りです。 

藤田 恵子  清水伸洋ガバナー補佐、ようこそ。卓

話楽しみにしています。 

橋本かほる  急に寒くなって参りました。お身体を

ご自愛ください。 

田中 徹夫   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 

 IWATSUKI-EAST ROTARY CLUB WEEKLY REPORT 

 

会員の義務と特典(  Member`s  Obligation 

and Privilege) 
 

ＲＣ定款第１４条に義務を厳しく明記している。「会員

は入会金と会費を支払うことによって、綱領(目的)の

中に示されたロータリーの原則を受諾し、本クラブの定

款・細則に従い、その規定を遵守し、これに拘束される

ことを受諾するものとする。」そうして更に「そしてこ

れらの条件の下においてのみ、会員は本クラブの特典

を受けることが出来る。」とあるが、特典については詳

しく記していない。ロータリーは特典を得る為の義務履

行ではなく、「超我の奉仕」なのである。しいて言うなら

ば、有形のものではなく、人生哲学的なものと言える。 

義務 

1. ＲＩ定款・細則並びにＲＣ定款・細則を遵守すること。 

2. 入会金・会費を納入すること。 

3. 例会に出席すること。 

4. 新会員を推薦すること。 

5. 委員会活動、その他ロータリー・プログラムに参

加すること。 

6. 雑誌「ザ・ロータリアン」又は「ロータリーの友」を

購読すること。 

特典  

1. ＲＣの会員には本人が希望してもなれない。会員

により推薦され、選挙されて初めて会員となれる。 

2. 全世界に品性高潔な1,217,996人(2015年12月31

日ＲＩ公式発表)の友人を得る。 

3. 全世界のロータリークラブ例会、ロータリーの会

合に参加できること。 

4. 奉仕活動に参加できること。 

5. ロータリアンとしての絶大な信用を得ること。 

6. ロータリアンとして、適格な人を推薦することが

出来ること。 

ニコニコBOX金額報告  

10/11合計 ３４，０００円 

今年度累計 ４３２，０００円 

出席報告  

例会日 総数 出席 欠席 Ｍｕ 出席率 

10/11 
免除2名 

28 
(2) 

23 
(2) 3 1 88.46% 

9/27修正 

免除2名 
28 
(2) 

18 
(2) 8 6 92.36% 


