
 

  

 

 
 

大宮ロータリークラブ 辻本恵太様(弁護士) 

 

 
 

 寒い日が続いています。マイナス39度の

上空の寒気が日本列島を覆っています。し

ばらくは寒い日が続き、風邪が流行ってい

ますので用心してください。 

受験生は14・15日でセンター試験が行わ

れました。雪の影響が心配でしたが、毎年

この時期なので大変です。将来に向かって

受験生には頑張っていただきたいと思います。京都や広島にも雪が降りま

した。都道府県マラソン大会は雪の中大変でしたが、２秒差で京都が優勝

でした。 

 そして、今日は22年前阪神淡路大震災が起きた日です。阪神は復興も早

かったですが、東北は未だまだですね。つい先日の新潟県糸魚川の大火も

すごかったです。風にあおられ、風下の家は総なめに燃えてしまいまし

た。住んでいる人はみんな焼け出されてこの寒いのにどこに住んでいるの

でしょうか？ 気になります。 

私事ですがこの年の初めに親戚で３軒、友達で２件、５つの葬式に立ち

会ってしまいました。親戚は長生きでしたが、友達は72歳と、66歳でした。

非常に残念です。よく治療に耐えて頑張ったようでした。仕事も手広くやっ

ていましたので弔問客がとても多く、付き合いの広さがわかりました。 

 さていよいよ今月20日にアメリカ大統領トランプ氏が就任します。 

アメリカのメディアは「米国第一主義」のトランプ氏の就任会場の人出

は、以前のオバマ大統領の時よりも半分の人ではないかと予想していま

す。そしてトランプさんの特集が競争で放映されています。人間性と政策

を取り出して紹介しています。さて今後アメリカはどうなるか目が離せな

いこれからです。 

国連事務総長も変わりポルトガルの元首相アントニオ・グテレス氏（６

７）が１月１日付で第９代国連事務総長に就任、シリヤ内戦問題など難題が

山積しています。これからトランプ次期政権との対応も迫られるでしょう。 

 

 
 

1. 地区より、下半期地区分担金納入と特別分担金納入、並びに「日本の

ロータリー100周年委員会」運営協力金会員1名当たり200円の納入依頼

が届いております。 

2. 地区より「ロータリーの友」1月号のリポートが届いております。定例

会の時、清水裕次委員長より報告お願いします。 

3. 地区より「ライラ研修参加者再募集」の案内が届きました。 

幹事報告 小宮 勇副会長 
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 4. 地区より「学友委員会設

置」のお願いが届いてお

ります。 

5. 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」のパ

ンフレットがメールで届きました。 

6. 地区より「ＲＬＩパートⅢ終了証書」が青山会員

と奥津会員に届きました。 

7. 米山記念奨学会より遠藤光治会員にマルチプル第

６回目の功労者表彰状が届きました。 

8. ＮＰＯ法人かものはしプロジェクトより、クラブ

での卓話依頼が届いております。 

9. 埼玉観光国際協会、さいたま市商工会議所、自民

党埼玉支部連合会より賀詞交換会の案内が届いて

おります。 

 

 

 

 
 

◆辻本恵太様 大宮RC (弁護士) 

皆さん、初めまして、大宮

ロータリークラブよりメー

キャップにお邪魔致しまし

た弁護士の辻本恵太と申し

ます。メーキャップは初め

てですので、緊張しています。どうぞ宜しくお願い致

します。弁護士になって５年になります。特許訴訟な

どを行っていたり、行政書士もおります。５名で行っ

ておりますので、何かありましたら宜しくお願い致し

ます。 

 

 
 

◆宮本和寿ロータリー財団・米山理事 

今、円安が続いておりま

すので、早めの寄付をお願

い致します。11月の出席率

が地区内5位になっておりま

すので、尚一層の出席の協

力宜しくお願い致します。

今日のガバナー月信表紙に青山会員の地区大会時の寄

付の写真が掲載されております。ご覧ください。 

 

◆豊住昇二職業奉仕委員長 

 来週の「造幣局見学例

会」ですが、現在25名の出

席を頂いております。詳細

は当日、資料を渡します

が、11時30分市民会館の駐

車場を出発しますので、遅

れないようにお願い致しま

す。 

 

 

 
 

◆阿津澤清会長 

下期の活動方針ですが、1

月は「職業奉仕」2月は「平

和と紛争予防/紛争解決」3

月は「水と衛生/米山」4月

「母子の健康」5月は「青少

年奉仕」6月は「ロータリー

親睦活動」など、それぞれの月間に見合った活動を計

画して進めていきたいと考えておりますので、担当理

事の方々にもご協力のほどよろしくお願い致します。 

 

◆奥津雅史クラブ管理運営委員長 

 親睦については、下期は

「お 花 見 例 会」「最 終 例

会」などを控えております

の で、後 は「月 例 の ゴ ル

フ」を続けていきたいと考

各種表彰  

委員会報告  
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お客様ご挨拶  

米山功労賞6回目マル

チの表彰授与の遠藤会

員ご協力に感謝します。 本日のテーマ 次年度に向けて  

ＲＬＩﾊﾟｰﾄⅢの終了証を

受け取る青山会員 

米山奨学金1月分を受

け取るジョルダン君 

ＲＬＩﾊﾟｰﾄⅢの終了証を

受け取る奥津会員 
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 えております。余談ですが、ＲＬＩの修了書を頂きま

したが、参加してみて大変疲れましたが、勉強になり

ましたので、今後も何回か参加していきたいと思いま

すので、皆さんも是非参加してみて下さい。 

 

◆菊池和彦会員増強委員長 

 会員増強の方はお陰様で

上期に飯淵さんが新年例会

にご入会いただき、2月には

平野さんが入って下さると

いう事で、ほっとしており

ますが、未だ目標の5名には

届いていない状況ですので、下期も更に頑張って又、

皆様のご協力を宜しくお願い致します。 

 

◆山崎和雄奉仕プロジェクト委員長 

 先週の新年例会は風邪を

ひいてしまい、皆さんに移

してはいけない…と思って

欠席させていただきまし

た。上期にいろいろ行って

参りましたが、下期も国際

奉仕などを含め活動をしていきたいと考えております

ので、ご協力を宜しくお願い致します。 

 

◆加藤和正青少年奉仕委員長 

 青少年奉仕では、5月に「少年サッカー大会」を企

画しております。11月に行う事を考えておりました

が、長雨が続きまして予定通り進みませんでした。過

日、サッカー連盟の方と打

合せして5月頃に行う予定に

しておりますので、宜しく

お願い致します。 

 

 

◆斉藤公司米山記念奨学委員長 

ロータリーのプログラム

では、財団と米山のプログ

ラムが最高のプログラムだ

と信じております。多くの

方々にご協力を頂いており

ますが、あと何名かの方々

のご協力を頂けると100％に達成致しますので、是

非、ご協力の程を宜しくお願い致します。 

 

◆丹野寿明会長エレクト 

 過日、持ち回りの次年度

理事役員において、2017～

2018年度のＳＡＡに山形照

之会員に受けて頂く事に決

まりましたので、ご報告さ

せていただきます。山形さ

ん、どうぞ宜しくお願い致します。 
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■ 青山いづみ会員 お誕生祝い 

■ 西村寿美子事務局   〃 

■ 星本 幸男会員 ご結婚記念 

■ 斎藤 公司会員   〃 

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。 

スマイル報告の橋本かほる

会員と出席報告の宮本和寿

会員のツーショット‥‥ 
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辻本恵太様(大宮RC) 

 生まれて初めでのメーキャップです。

宜しくお願いします。 

阿津澤 清  29年、初めでの例会場の会合です。辻

本さんようこそお出で下さいました。 

小宮  勇  幹事報告します。辻本様宜しくお願い

します。 

関根 隆光  今年は雪が多い様ですが、何時降るか

わかりません。準備はしておきましょ

う。 

斉藤 公司  人形業界販売期に入りました。好成績

になるよう祈願しています。 

清水 常三  阿津澤年度、後半頑張りましょう。 

菊池 和彦  風邪が流行っています。皆様、体調管

理に気を付けて下さい。 

加藤 和正  飯淵昭二様、ＲＣ入会おめでとうござ

います。 

丹野 寿明  辻本様、ようこそいらっしゃいまし

た。 

宮本 和寿  後半のスタートです。皆で協力し合っ

て頑張ろう。 

杉田 政男  大寒波が来ました。寒さにご用心下さ

い。風邪の元です。 

山崎 和雄  新年おめでとうございます。今年も宜

しくお願いします。 

奥津 雅史  新年例会では、お世話になりました。 

青山いづみ  お誕生祝い有難うございます。 

橋本かほる  飯淵様、ご一緒出来て嬉しいです。新

年例会は新鮮で楽しかったです。 

山形 照之  早退します。新年例会は楽しかったで

す。親睦委員長ご苦労様でした。 

豊住 昇二  毎日が寒いですね。 

中里  仁  お～寒いですね。 

飯淵 昭二  今週末から海に行きます。 

西村寿美子  何時もご配慮、有難うございます。 

田中 徹夫    遠藤 光治   水戸  恵 

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 
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出席報告  

例会日 総数 出席 欠席 Ｍｕ 出席率 

1/17免除
3名 

29 
(3) 

22 
(3) 4 3 96.15% 

12/20修正 

免除3名 
28 
(3) 

25 
(3) 0 0 100.0% 

ニコニコBOX金額報告 

1/17合計 ３１，０００円 

今年度累計 ７６５，０００円 

 

環境問題とロータリー( Encourage Rotary to 

Protecting the Environment ) 

 1992年規定審議会で「ＲＩは、加盟クラブに対し

て、必要最低限の生活条件を高め、地球が人類に好

ましい場所として生き残ることが出来るようにし、

さらに社会奉仕及び世界社会奉仕プロジェクトに於

いて環境保全及び改善に重点を置くよう、奨励す

る。クラブはこうした事実に対して、政府、地域、

産業界の注意を喚起できる立場にある。 

さらに、ＲＩは、環境保全を目指し、絶滅の危機に

瀕する動植物を保護する行動を支援するのは、ロー

タリアンひとり一人の責務である」と決議してい

る。 

 


