
 

  

 

 
 

■ 青山いづみ会員 お誕生祝い 

■ 星本 幸男会員 ご結婚記念 

■ 斎藤 公司会員   〃 

■ 西村寿美子事務局 お誕生祝い 

 

 
 

明日はロシアのプーチン大統領が来日しま

す。安倍首相の地元山口県で初会合ですの

で、山口県警察はとても大変な任務です。安

倍首相が北方領土問題を進展させられるで

しょうか…？ 

あの顔でにらまれたらゾ～とするでしょう

けど。 

12月10日は大宮氷川神社の例大祭で沢山の人で賑わいます。十日町と昔

から呼ばれていました。来年の商売繁盛を祈願して大きな熊手を買いに行

きます。最近は飾るお店も少なくなってきました。景気が下々までよくな

らないので経費節約が大方のようです。 

 埼玉県の職員のボーナスが９日支給されました。平均８２万円支給前年

比べて7,000円アップと云うことです。 

上田清知事は期末手当のみで339万7,350円・副知事の塩川修、岩崎康夫

氏は期末手当だけで271万3,095円支給された。４月に採用された職員は高

卒で、35万3,241円大卒で、43万4,557円でした。県会議員は期末手当のみ

で221万7,847円・議長は273万7,020円でした。 

なお、さいたま市は平均で、84万円前年比14,000円増で９日に支給されま

した。 

平均年齢40,5歳で84万1,959円でした。支給総額は77億2,700万円になる。

特別職の清水はやと市長に320万6,329円、遠藤秀一・日野徹・本間和義氏

の副市長には252万54円支給された。市議会では桶本大輔議長に233万

7,472円・宮沢則之副議長に208万8,652円・議員に193万747円が支給され

た。市議会の総支給額は１億1,640万9,450円である。 

  

 
 

1. 岩槻ロータリークラブより「３RC合同例会」の案内が届きました。 

 ・日 時 2017年3月16日(木) 17:00点鐘 

 ・場 所 鮒又   

 ・講演内容 「生前整理について」 

   講師 (株)バディ代表取締役・生前 

      整理アドバイザー 神山美由紀様 

 ・登録料 1名8,000円 クラブ負担金 

1RC 20,000円 

2. 地区よりアトランタ国際大会の登録の案内が届きました。 

 12/15一時登録締切 

3. 東日観光(株)ロータリー室より「ロータリーと歩んだ東日観光の軌

跡」小冊子 

 が送られてきました。  回覧 

会長挨拶 阿津澤 清会長 本日の例会 
第1727例会 9月13日(火) 

 

阿津澤年度(2016～2017)  

岩槻東ロータリークラブ週報 

     

第23例会・第24例会 2017年1月17日発行 

第23例会 12月13日(火) 1740号 
会 場 市民会館いわつき 301  
点 鐘 12:30 

テーマ 上期報告 
担 当 会長・幹事 
 

会   場 市民会館いわつき 401 

点   鐘 12:30 

例会テーマ 下期について 

担   当 会長・幹事 

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 宮本 和寿例会委員長 

本日の例会 
第1743例会 1月17日(火) 

１月お誕生日･ご結婚記念の 

皆様おめでとうございます！ 

幹事報告 藤堂 昇幹事 
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 4. 米山記念奨学会より「ハイライトよねやま」201号

が届きました。  回覧 

5. 新会員の承認のご報告をさせていただきます。 

 和光エンジニアリング株式会社 代表取締役の飯淵

昭二様が1月より入会となりました。 

 次に有限会社平野タイヤ 代表取締役平野喜代司様

が2月より入会となりました。この件については、

すでに全会員にFAXを入れておりますが、今日現

在、意義の申し立てが無いので、入会承認となり

ます。 

 

  
 

◆奥津雅史親睦委員長 

12/20(火)親睦ゴルフの集

合時間は午前６時に薬師・

駐車場に集合して参りま

す。 

同じく12/20(火)の忘年例

会は当初「雅致」で案内し

ておりましたが、「寿々家」に変更になりましたの

で、お間違えないようにお願いします。 

 

◆豊住昇二職業奉仕委員長 

1/24(火)に造幣局見学例

会を行います。今晩、委員

会にて詳細を打合せ致しま

すので、改めて皆様にご案

内させていただきます。 

 

◆宮本和寿財団委員長 

ロータリーレートが現在

１ドル 106円ですが、為替

レートは114円から116円を

行き来していますので、早

めに寄付の芳を宜しくお願

い致します。 
 

 

 

阿津澤会長、藤堂幹事始め奥津管理運営部門担当理

事、菊池会員増強担当理事、清水裕次会報・広報担当

理事、山崎奉仕プロジェクト担当理事、加藤和正青少

年奉仕委員会担当理事、宮本ロータリー財団・米山担

当理事よりそれぞれに上半期の報告が行われました。

毎年都合が悪く欠席される理事が2-3いる中で、今年

度は理事が全員出席し、上半期の報告と其の成果が無

事に発表されました。下期も引き続き活発な奉仕プロ

ジェクトが行われますよう、祈念致します。(なお、

内容については紙面の関係上、割愛させていただきま

す。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員会報告  

 IWATSUKI-EAST ROTARY CLUB WEEKLY REPORT 

本日のテーマ 上期報告  

丹野寿明例会委

員によるｽﾏｲﾙ・

出席報告と小宮 

勇 会 計、上半 期

無事に終われまし

た。 ご苦労様で

す。 

奥津雅史管理運営委員

会担当理事  

加藤和正青少年奉仕委

員会担当理事  

山崎和雄奉仕プロジェ

クト委員会担当理事  

清水裕次会報・広報委

員会担当理事  

菊池和彦会員増強委員

会担当理事  

宮本和寿ロータリー財

団・米山担当理事  
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阿津澤 清  本日は、上期の反省と報告です。宜し

くお願い致します。 

藤堂  昇  今年度最後の例会場での例会です。皆

さん、協力有難うございました。 

清水 常三  役員・理事の皆様、上半期大変ご苦労

様でした。 

宮本 和寿  早いものですね、阿津澤年度も折り返

しになります。 

杉田 政男  前半の最終例会、皆様元気で出席を嬉

しく思います。後半も阿津澤年度を盛

り上げましょう。明日の忠臣蔵も満月

です。 

清水 裕次  今年も例会があと２回、早いものです

ネ！ 

関根 隆光  定例会場での今年度の最後の例会とな

りました。月日の経つのがすごく早く

感じられます。 

菊池 和彦  阿津澤年度も半年経ちました。増強活

動へ更なるご協力を宜しくお願いしま

す。 

小宮  勇  今年前半の例会も早くも忘年会のみに

なりました。 

藤田 恵子  役員の皆様、上半期の活動、お疲れ様

でした。下半期もお世話になります。 

豊住 昇二  本当に寒いですね。 

中里  仁  もうすぐ29年ですね、 

丹野 寿明  慌ただしくなってきました。 

青山いづみ  今日は、申し訳ありませんが、早退さ

せて戴きます。 

山崎 和雄    田中 徹夫   加藤 和正 

奥津 雅史    水戸  恵   橋本  昇  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IWATSUKI-EAST ROTARY CLUB WEEKLY REPORT 

出席報告  

例会日 総数 出席 欠席 Ｍｕ 出席率 

12/13免
除3名 

28 
(3 

20 
(3) 5 3 88.00% 

11/27修正 

免除3名 
28 
(3) 

25 
(3) 0 0. 100.0% 

ニコニコＢＯＸ・出席報告 

ニコニコBOX金額報告  

12/13合計 ２３，０００円 

今年度累計 ６５１，０００円 

 

会員の資格条件 

(Qualifications of Membership) 

ＲＣは善良な成人であって職業上良い世評を受けて

いる者によって構成されている。 
 

●一般に認められた有益な事業または専門職務の持

主、共同経営者、法人役員、支配人、裁量権ある支

店代表者等に実際従事している者、事業場の裁量権

のない会社員、公務員、教員であっても、ロータ

リー財団学友、ならびに一般市民でも社会奉仕活動

に携わっている者。 

●そのクラブの存在地域内、もしくはクラブの存在

する市の行政区域内、直接隣接するクラブの存在地

域内、またはいずれのクラブの存在地域でない隣接

地域に事業か住所がなければならない。 

 

 

ガバナー月信( Governor’s Monthly Letter) 

地区内のクラブの会長と幹事それぞれに月信を発

行するのはＲＩ細則第15条に規定されているガバ

ナーの任務である。月信は地区内クラブのその月の

会員数と出席報告など、特に関心も高く重要な事項

を直接、公式に伝達するものである。 

ガバナーは適切であれば、その月信第1号に、ロー

タリーのウェブ・サイト(www.rotary.org)に関する

情報と、日本語版で入手可能なロータリー出版物を

紹介するよう要請されている。 

 

さいたま市民会館３階の３０１号室の定例会場、最後

の例会風景。下半期は市の抽選が外れて中々３０１号

室が取れなくなってしまいました。 

http://www.rotary.org
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 本日は忘年会ということで沢山の会員の皆

様が例会に出席して元気な顔を見せてもらい

ありがとうございます。 

明日の21日は冬至です。今年も、残すとこ

ろ11日で終わりです。少しずつ昼間が長くな

ります。世の中も少しでも明るくなりますよ

うに…。 

年末のイベントでは、あちこちでイルミネーションが盛んです。どこが日

本一か競争しています。今年は足利のフラワーパークだそうです。早めに

行ってきましたが、とてもきれいでした。 

18日はＮＨＫ大河ドラマ「真田丸」が最終回でした。父から子へまた兄

弟の生き様・時代の流れなど何時になっても参考になる歴史ドラマです。

１年間全部見てしまいました。 

来年は「おんな城主・直虎」です。戦国時代の女性武将・井伊次郎直虎

を放映しますが、しかしここへきて、実は男だったという資料が見つかっ

た。井伊家の親戚筋の別の男性だったという事ですが、ＮＨＫはフィク

ションであるので問題はないとコメントしている。 

来年は酉年、しかし鳥インフルエンザ「Ｈ５亜型」が北海道清水市の採

卵養鶏場で鳥の死骸などから検出された。７００人体制で同職員や自衛隊

員らで２１万羽が処分された。今年は新潟県・青森県でも発生し処分対象

は７８万羽で感染経路が拡大している。半径10キロ以内の農場７か所に対

し域外への出荷を禁止している。原因は渡り鳥などの移動性のものが運ん

でくる。韓国やロシアなど近くの国からの影響が大であるので共同で取り

組んでほしいのだが、対日本には協力的ではないところが多い。 

政治ではロシアのプーチン大統領が来日、山口県の長門市で首脳会談

だったが遅刻、ひどい遅刻で「信頼関係を築く」ことが大事とよく言える

ものです。米国とも今は良好でないので北方４島を返還すると防衛戦略上

マイナスなのでほとんど返す気がない、島民としては「期待を裏切られ

た」と怒り心頭だとコメントしている。 

今年も元気で過ごせました。自分だけは元気でいられるように、そういう

気持ちでまた来年も迎えたいです。    
 

 

 

1. 第4Gガバナー補佐 清水伸洋様より「イ

ンターシティミーティング」の案内が届

きました。 

 ・日 時 2017年2月16日(木) PM13:30 

受付 

 ・場 所 パレスホテル 大宮   

 ・講演内容 「2020年東京オリンピック・パ

ラリンピックと日本の将来」 

幹事報告 藤堂 昇幹事 
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阿津澤年度(2016～2017)  

岩槻東ロータリークラブ週報 

     
第24例会 12月20日(火) 1741号 
会 場 割烹「寿々家」 
開 始 18:00 

テーマ  阿津澤年度忘年例会 
担 当  親睦活動委員会 
 

会長挨拶 阿津澤 清会長  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

  

会   場 久伊豆神社 

例会テーマ 同伴新年例会 

担   当 親睦活動委員会 

例会案内 
第1742例会 1月10日(火) 

会   場 造幣局さいたま支局 

例会テーマ 造幣局さいたま工場 

 見学  

担   当 職業奉仕委員会 

 １２ 月２７日(火) 

及び、 

１月３日(火)は 

規定により休会です。 

例会案内 
第1744例会 1月24日(火) 

例会案内 
第1743例会 1月17日(火) 

会   場 市民会館いわつき 

例会テーマ 下期について 

担   当 会長・幹事 

上記３項目は、例会案内にて会

員各位には既に連絡済みです。 
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 IWATSUKI-EAST ROTARY CLUB WEEKLY REPORT 

１２月２０日阿津澤年度忘年例会を「寿々家」において行いました。 

「津軽三味線と尺八の宴」に加え、地元のｺﾝﾊﾟﾆｵﾝも入り、楽しい

忘年会となりました。三味線奏者 高橋二美裕様、尺八 野口雄玉

様、唄い手 加藤峰童様による演奏でした。新会員の飯渕昭二さん

を交えて盛会の内に夜が更けていきました。 

 ・講 師 東京オリンピック・パラリンピック競

技大会組織委員会 専務理事 武藤敏郎 様 

2. 同じく第4Gガバナー補佐 清水伸洋様より「第3回

IM実行委員会」の案内が届きました。 

 ・日 時 2017年2月2日(木) PM5:00 

 ・場 所 大宮東ロータリークラブ事務局  

 丹野実行委員宜しくお願い致します。 

3. 地区より「インターアクト委員長会議」の案内が

届きました。 

 ・日 時 2017年1月12日(木) PM15:00～16:00   

 ・場 所 ラフレさいたま ５階 

4. 地区より「学友委員会設立のお願い」が届きました。  

5. 地区より「2018～2019年度ガバナー補佐候補者推

薦書」が届きました。 菊池会員宜しく。 

 
 

◆新会員飯淵昭二様ご挨拶 

この度は、この様な素

晴らしいクラブへ入会の

ご承認を頂きまして、有

難うございます。これか

らは皆様と共に親睦と奉

仕活動に努めて参りたい

と思いますので、どうぞ

ご指導を宜しくお願い致します。 

 

お客様ご挨拶  

阿 津 澤 年 度 忘 年 例 会 
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阿津澤 清  忘年会に大勢の方のご参加有難うござ

います。ゴルフは暖かかったがスコ

アーは冷たかったです。 

藤堂  昇  阿津澤年度、上半期最終例会です。皆

さん有難うございました。 

杉田 政男  前半最終、忘年会になりました。皆

様、有難うございました。 

清水 裕次  今年最後の例会です。来年も宜しく。 

宮本 和寿  阿津澤年度、上半期お疲れ様でした。

この調子で後半も頑張りましょう。 

清水 常三  忘年例会、親睦委員会の皆様ご苦労様

です。 

斉藤 公司  津軽三味線と尺八の演奏、楽しみで

す。 

小宮  勇  阿津澤年度、前期あっという間でし

た。楽しかった。 

中里  仁  忘年例会、楽しく!! 

奥津 雅史  月例ゴルフ有難うございました！忘年

会楽しみましょう。 

菊池 和彦  忘年例会、今晩は楽しく過ごしましょ

う。 

丹野 寿明  忙しいですね。 

橋本  昇  忘年例会楽しみです。今年1年いろいろ

と有難うございました。 

青山いづみ  阿津澤年度、半年お疲れ様でした。 

豊住 昇二  本年も残り少なくなりました。 

山形 照之  忘年例会、楽しみましょう。 

藤田 恵子  皆さん、本日のゴルフは楽しめました

か？一年間有難うございました。来年

もロータリー楽しみたいと思います。 

橋本かほる  一年は早いですね。今日は楽しみま

しょう。 

西村寿美子  皆様、今年一年ロータリーは楽しかっ

たですか。私は楽しく過ごせました。 

山崎 和雄    田中 徹夫   関根 隆光 

高橋勝次郎    水戸  恵    

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 

出席報告  

例会日 総数 出席 欠席 Ｍｕ 出席率 

12/20免
除3名 

28 
(3) 

25 
(3) 0 0 100.0% 

12/6修正 

免除3名 
28 
(3) 

21 
(3) 4 1 88.00% 

ニコニコBOX金額報告 

12/20合計 ４２，０００円 

今年度累計 ６９３，０００円 


