
 

  

 

 
 

 

 

 
 

早くも12月の師走に入りました。今年は暖

かい日があるということですが、雪も多いと

聞いております、インフルエンザも流行って

いるそうなのでお気を付け下さい。先週は東

日本大震災跡地視察を兼ねた親睦旅行に大勢

の参加ありがとうございました。 

本日は次年度年次総会の例会です。早いも

ので次の会長と理事が決まっていきます。ロータリーの組織の素晴らしい

ところです。よろしくお願いします。 

12月10日はストックホルムで行われるノーベル賞授与式に大隅良典教授

(71歳)が出席します。生理学・医学賞です。 

また、去年杉田会長が言っていました、ニホニウムを発見した森田浩

介・九州大学教授ら理化学研究チームが世界で初めて原子番号113番、新

原素を発見したことを受け、和光市は東武東上線和光駅から市内の理化学

研究所までの道路に名前を付け「ニホニウム通り」と名付けたそうです。

素晴らしい研究成果をいつまでも忘れないように…と云う事です。 

 今回、「休眠預金」を民間助成金に回すように出来ることになった。 

これは１０年間出し入れがない預金のことで、預金者が死亡したり、預金

口座の少ない金額の存在を忘れたりと長期間放置された状態の預金のこと

です。 

毎年1,000億円あるそうです。その半分の500億円を使うそうで、請求があ

ればいつでも返す用意があるということです。 

ちなみに国内の富裕層は121万世帯である。保有する預貯金や株式、債券

などの合計金額から負債を差し引いた金融資産が５億円以上の「超富裕

層」は７万3000世帯・１億円～５億円未満は114万4,000世帯あるそうです。 

 また、昨日は東京読売カントリークラブに日本シリーズＪＴカップ最終

戦に行ってきました。優勝は朴相賢[パクサンヒョン]でした。日本一難し

いショートホールで朴は外からのアプローチでチップイン、小平は３パッ

トのボギー、逆転で優勝を逃した。金キョンテ選手も強いが最後のパット

が入らなかった。 

神がかりでした。観客もがっかりの人が多かったようです。賞金は4,000

万円です。やはり石川遼選手はスターですね、池田勇太選手が今年の賞金

王２億７90万円で王座に就いた。すごい観客数でした。入場券は当日券

5,000円でした。 

 

 
 

1. 地区より「管理運営部門セミナーテーブルディスカッション発表文」が

届きました。関係の奥津雅史管理運営部門委員長にお渡し致します。 

2. 地区より「インターアクト協議会及び韓国訪日団歓迎会」の案内が届

きました。 

 ・日時 2017年2月12日(日)9:30分 受付  

会長挨拶 阿津澤 清会長 本日の例会 
第1740例会 12月13日(火) 

幹事報告 藤堂 昇幹事 

阿津澤年度(2016～2017)  

岩槻東ロータリークラブ週報 

     

第22例会 2016年12月13日発行 

第22例会 12月6日(火)1739号 
会 場 市民会館いわつき 401 
点 鐘 12:30 

テーマ 年次総会 
担 当 会長・幹事 
 

会   場 市民会館いわつき 301 

点   鐘 12:30 

例会テーマ 上期報告  

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 宮本 和寿例会委員長 

次回例会案内 
第1741例会 12月20日(火) 

会   場 寿々家 

例会テーマ 忘年例会  

担   当 親睦活動委員会 
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  ・場所 独協埼玉高等学校 体育館 

 ・登録料 会員１名 5,000円 

3. 地区より「RLIパートⅢ｣のお願いが届いています。 

 ・日時 2016年12月17日

(土)10:00分開会  

 ・場所 越谷コミニティ

センター 

 ・登録料 １名5,000円 

4. ＲＩ日本事務局より「財団

ＮＥＷＳ」が届きました。 

5. ＲＩ日本事務局より12月のロータリーレートが、

１ドル１０６円の知らせが届きました。 

6. 地区より「フィリピン3800地区国際奉仕プロジェ

クト検証ツアー」の案内が届きました。 

 ・日時 2017年2月5日(日)～2月8日(水)  

 ・詳細は事務局まで 

7. さいたま観光国際協会より、発行物が届いており

ます。 

8. 大宮北東RCより週報が届いております。 

9. 今日、配布のガバナー月信に 我がクラブの公式訪

問の記事とふれあい広場の記事が掲載されており

ます。又、橋本 昇会員の財団寄付功労者の顔写

真も載っておりますので、ご覧ください。 

 

 
 

◆アレハンドロ・ジョルダン君へ、今月の奨学金

授与 

先日は皆様と一緒

に震災の女川方面へ

の旅行に連れて行っ

て頂き有難うござい

ました。初めて行っ

てみましたが、びっ

くりしたのと私の国

では、震災にあっても直ぐに復興できなくて、しばら

くは、放って置くような状態ですが、日本は直ぐに復

興に向けて動き出していることに関心致しました。そ

れから夜はカラオケでとても楽しく過ごさせていただ

きました。いつも岩槻東ロータリークラブの皆さんに

は、感謝しております。有難うございました。 

 

◆清水裕次広報担当理事 

広報委員会から本日配布したガバナー月信6号の掲

載記事をご紹介いたします。 

15頁に我が岩槻東クラブの公式訪問の記事が、17頁

に「ふれあい広場収益金を

熊本地震支援金として「埼

玉新聞社会福祉事業団」へ

阿津澤清会長が届けた記事

が掲載されています。又、

19頁、財団ポールハリス寄

付者に橋本昇会員の顔写真が掲載されておりますの

で、ご覧下さい。 

次に「ロータリーの友」の記事について縦組み14頁

(63頁)に浦和RCの泉谷聰さんの「ベルギー友好150周

年と青少年交換」の記事が掲載されています。ロータ

リーの友誌は大分前から、Ｂ５判からＡ４版に変わっ

たと思っていましたが、今年７月からが正式なＡ４版

で今までのはＡ４判より１センチ小さい大きさだ、と

いう事を田中バストから教えられました。比較して見

てください。 

 

◆豊住昇二職業奉仕委員長 

職業奉仕の担当で大宮の

造幣局見学に参ります。日

にちは１月24日の火曜日で

す。理事会では未だ決議し

ておりませんが、委員会に

て企画しておりますので、

皆様予定に入れて下さい。詳細は委員会、理事会を経

てお知らせ致します。 

 

◆奥津雅史親睦委員長 

先日の女川方面旅行で

は、大変お世話になり有難

うございました。観光協会

の方に着いた日のお昼と夜

も「語り部」に依るお話を

頂き良く当時の状況と今の

復興の状況が理解出来たと思います。予算もスマイル

を参加者全員から沢山入れて頂きましたので、委員会

よりの支出は数百円程度で抑えられました。皆様のご

協力ありがとうございました。 

 

◆宮本和寿財団委員長 

 再三になりますが、ロー

タリー財団へのご協力をお

願い致します。12月のロー

タリーレートが1弗106円に

なっており、一般の為替

レートは現在1ドル104円か

委員会報告  
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 ら106円になっておりますので、少しでも円高の内に

ご寄付を早めにお願い致します。 

 

 
 

◆次年度役員・理事承認 

2017～2018年度 

会  長 丹野寿明    

幹  事 青山いづみ   

副 会 長 萩原秀咲  

副 会 長 菊池和彦   

直前会長 阿津澤清   

会長エレクト 小宮 勇   

会  計 関根隆光 

副 幹 事 宮本和寿   

管理運営委員会担当理事 奥津雅史   

会員増強委員会担当理事 阿津澤清   

クラブ広報委員会担当理事 清水常三   

奉仕プロジェクト委員会担当理事 山崎和雄   

青少年奉仕委員会担当理事 藤田恵子   

ロータリー財団・米山委員会担当理事 橋本かほる 

 

◆丹野寿明会長エレクト挨拶 

本日は次年度、役員・理事

の承認をいただきましてあり

がとうございました。これを

以って次年度の準備にはいり

たいと思います。 

正直に申しますと私が会長

の年度にやりたいことはこれといって無いのですが、

今このクラブが置かれている様々な局面を変えていか

なければならないとは強く考えております。何もかも

変えてしまうのではなく「温故知新（過去の事実を研

究し、そこから新しい知識や見解をひらくこと。）」

を以って、古き良きものはクラブの伝統として残し、

時勢に合わないものは皆で考え変化させることが必要

であり、このクラブはその過渡期にあると思います。 

 私が会長を引き受けるにあたり幹事は青山さんと考

えておりました。お断りされないか心配でしたが快く

幹事を引き受けて下さいました。青山さんがこのクラ

ブで初の女性幹事となります。そして近い将来に初の

女性会長となっていただけると信じております。この

クラブを存続し発展させる為には「老若男女」を問わ

ない皆の活躍が必要不可欠だと思います。 

 この度の理事選出において長期ビジョン委員会の考

えの下に、橋本かほる会員、藤田会員には初理事とし

て、奥津会員には再任理事として入っていただきまし

た。入会間もないと思う方もいらっしゃるかと思いま

すが新しい方々に経験をしてもらいクラブの力となっ

ていただく為です。新しい方々が育たなければクラブ

は継続しません。ベテランを配置すれば慣れています

ので自動的に全てが進み楽なことは確かですが皆平等

に年を取りますのでいつかは途切れてしまいます。創

立会員を筆頭にベテラン会員は後輩達を暖かく見守

り、又親切に教えてあげることは大事な役目だと思っ

ております。特にクラブの習わしや慣例等はそれを知

る先輩方が教えなければ誰も知る由はありません。 

 例えば、私は財団や米山の寄付目標達成は興味があ

本日のテーマ 年次総会  
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りません。それと言って拒

む訳でも否定している訳で

もありません。寄付とは任

意のもので強制されるべき

ではなく、例え気持ちが

あってもできない場合や時

期もあります。クラブ創立

以来毎年100％達成中とい

うものは立派なことだと思

いますが、その反面では今

後会長をされる方の重圧で

もあります。自分の年度で

途切れることも恐れません

し、むしろ今後の会長も少

し気を楽に受けられるのか

とも思っています。 

 1年間の我儘がある程度

 
 

■ 清水 常三 会員 お誕生祝い･ご結婚記念 

■ 山形 照之 会員 お誕生祝い 

■ 菊池 和彦 会員   〃 

■ 藤田 恵子 会員 ご結婚記念 
 

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。末永く健康でご活躍下さいます様

ご祈念申しあげます。 

青山幹事エレクトより、次

年度役員・理事の発表

がありました。 
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許されるのであればこの様な事を進めて行きたいと

思っております。40周年、50周年またその先と岩槻東

クラブを継続できる様にクラブ会員皆で考えなければ

ならない時期にあると思います。 

 まとまらない話で申し訳ないですが、挨拶とさせて

いただきます。 

 

 

 

 

◆加藤和正会員塩崎厚生労働大臣賞を授与される 

 去る 12月２日

に、厚生労働大臣

賞を頂きました。

10 年間民生児童

委員をやって参り

ました。この度、

後任者が決まりま

したので、任期満

了にて退任致しました。この役職は 10 年以上継続致

しますと、今回の様に表彰される事になっておりま

す。仕事は簡潔に言いますと役所とのパイプ役で民生

委員をしながら、そこの子供たちの面倒も見ることで

す。年々高齢者が増えて一人暮らしの世帯が多くなっ

ていますので、中々大変な面もあります。現在 300世

帯ほどの担当をしております。やっとここで退任出来

て良かったです。(紙面関係で割愛させて頂きます。)  

 

 

 
 

阿津澤 清  忙しい師走になりました。本日は丹野

さん、宜しくお願いします。 

藤堂  昇  12月に入りました。皆様、お身体には

十分気を付けて！ 

加藤 和正  12月2日厚生労働大臣から感謝状を頂き

ました。 

奥津 雅史  東北旅行では、大変お世話になりまし

た。有難うございました。 

山崎 和雄  親睦旅行楽しかったです。写真有難う

ございます。 

清水 裕次  丹野年度の役員・理事さん、オメデト

ウございます。(仕事で早退します。) 

丹野 寿明  次年度頑張りますので、皆様のご協力

を宜しくお願いします。 

菊池 和彦  誕生祝い、有難うございます。この1年

とても早かったです。 

清水 常三  誕生祝い、結婚祝い有難うございまし

た。 

斉藤 公司  年次総会、スムーズな運びとなります

よう協力しましょう。 

杉田 政男  東北旅行で楽しく、皆様と懇親を深

め、有難うございました。 

宮本 和寿  親睦旅行、委員会の皆様思い出に残る

大変楽しく過ごせました。有難うござ

いました。 

青山いづみ  次年度宜しくお願い致します。 

豊住 昇二  阿津澤会長、いつもご苦労様。 

小宮  勇  早くも12月、今日は暖かいですね。 

遠藤 光治  気温の変化について行くのが大変です。 

藤田 恵子  結婚祝い有難うございます。 

橋本かほる  寒くなりましたね。今年も最後まで笑

顔で楽しいロータリーで締めくくりが

出来ます。 

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 
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会員身分( Membership in Clubs) 

ＲＩ定款・細則に規定されている資格条件を備え

た人から構成される。ＲＣの会員身分はあくまで個

人個人のものと考えられるべきであって、個々の会

員が所属している共同企業体または法人のものでは

ない。 

 

ニコニコBOX金額報告  

12/6合計 ３９，０００円 

今年度累計 ６２８，０００円 

出席報告  

例会日 総数 出席 欠席 Ｍｕ 出席率 

12/6免除
3名 

28 
(3) 

20 
(3 5 2 88.00% 

11/22修正 

免除3名 
28 
(3) 

16 
(3 9 6 80.00% 

ホットニュース 


