
 

  

 

 
 

■ 橋本  昇会員 ご結婚記念 

■ 中里  仁会員   〃 

 

 
 

 暖かな日よりになり元気に集合していただき

ありがとうございます。 

ハイキング例会を変更して橋本昇さんのイチゴ

園でイチゴ狩りと関根隆光さんの光秀寺におい

ての座禅の修行を行いました。新しい人は初め

ての訪問でよかったと思いました。イチゴがハ

ウスでどのようにできるのか、洗わないで食べ

ることができるのか。わかりました。以前加倉地区にもイチゴ農家がたく

さんありました、石垣イチゴと言って日の当たりの良いほうにブロックを

積み重ねてその間に苗を植えて実を収穫していました。ハウスではなかっ

たです 

また座禅もなかなか行う機会がなく、勉強になりました、こういう時間

が持てたということがよかったと思います、身がしまりました。 

体験が終えての食事会もバスの送迎で楽に往来できました。親睦委員長

の奥津さんはじめ委員の方々ありがとうございました。 

岩槻から浦和、川口と南地区の発展の素晴らしさも見学しながら帰るこ

とができました、ご参加ありがとうございます。 

これからも楽しい企画を盛り込みながらロタリーライフを楽しみましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

阿津澤年度(2016～2017)  

岩槻東ロータリークラブ週報 

     

第37例会・第38例会 2017年4月18日発行 

第37例会 4月4日(火) 1754号 
集 合 14:00 埼玉りそな前 
会 場 岩槻いちごファーム 

 光秀寺・徳樹庵  
テーマ いちご狩りと座禅例会 
担 当 親睦活動委員会 

 

 
 

■ 橋本  昇会員 ご結婚記念 

■ 中里  仁会員   〃 

 

 

 
 

 

本日の例会 
第1756例会 4月18日(火) 

会   場 市民会館いわつき 301 

点   鐘 12:30 

例会テーマ 「ライラ報告・少年サッ

 カー大会について」 

担   当 青少年奉仕委員会 

斉   唱 四つのテスト･ロータリー

 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 

会長挨拶 阿津澤 清会長 

いちご狩り 岩槻いちごファーム  
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 IWATSUKI-EAST ROTARY CLUB WEEKLY REPORT 

座禅 光秀寺  

4/4(火)天候にも恵まれて「いちごﾌｧｰﾑ」(橋本 昇会員宅)にて、いちご狩りを行いました。ﾊｳｽの中には、丹精込

めてつくられたいちごがたわわに実り取り立ていちごを暫しあじわっていました。 
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 IWATSUKI-EAST ROTARY CLUB WEEKLY REPORT 

懇親会 徳樹庵  

座禅後の爽やかな気分と一新して、夜間は「徳樹庵」に

て、飲み放題で楽しく例会の懇親会が行われました。 

写真右は米山奨学金を受け取るアレハンドロ・ジョルダン

君と上は司会役の宮本会員、親睦委員長の奥津会員で

す。素晴らしい企画を有難うございます。 

4/4(火)曹洞宗光秀寺(関根隆光

会員宅)にて、座禅例会をおこない

ました。和尚様のご指導により、約1

時間程、厳粛の内に座禅を体験い

たしました。関根先生、和尚様ご指

導に感謝申し上げます。 
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■ 開智高校中高一貫部校長 溜(たまる) 剛先生 

 

 
 

 今日はとても寒く雨も降り、また冬に逆戻り

です。 

開智高校の溜 剛校長先生、本日はよろしくお

願いします。 

先週は座禅例会とイチゴ狩りの移動例会に多数

参加していただきありがとうございました。 

昨日は４月１０日、小学校、中学校、また高等学校と入学式があちこちで

行われていました。桜の花が満開で天候にも恵まれて良い日でよかったで

す。保護者と一緒に真新しい洋服で集まっていました。入学式の看板の前

で写真を撮る為、長蛇の列ができていました。 

開智高校では一足早く入学式を６日に済ませました。私も参列しましたが、

各クラスの担任の先生の引率で初々しい顔で新入生が入場してきました。 

一人ひとり名前を呼びますが、最近の名前が読めない字が多く、先生も覚

えなくてはいけないので大変な様でした。小学校・中学校・高等学校の１

２年間を通して教育するなど…昔は考えられなかったですね。新しい企画

で教育界に挑戦する理事長の青木徹先生の考え方がすごいです。 

小学１年生はブレザーの制服に揃えて東武電車で通学します。最初は保

護者と同伴で見習いですが、そのうち一人で来るようになります。凄いで

すね。新時代を感じます。益々人気が出る学校になると思います。 

さて、今週次年度の組織表が送られて来ました。自分の委員会をよく確

認しましょう。ロータリーはワンイヤーです。次年度の取り組みにも力を

合わせて頑張っていきましょう。 

私は昨日、次年度の地区委員会が行われました。地区協の打ち合わせで

す。次年度の目標と活動を審議しました。4月21日は大宮での地区研修・

協議会です。増強委員会に所属しましたので分科会では何かしゃべらなく

てはいけなくなりました。頭が痛いです。 

   

 
 

1. 地区よりＷＣＳプロジェクトの一覧表が届

きました。 

2. ＲＩ日本財団より萩原秀咲会員に寄付の領

収書が届きました。因みに４月のロータ

リーレートが１弗１１６円です。 

3. 米山梅吉記念館より「館報春号」が届きま

した。又、春の例大祭の案内と賛助会委員のお願いも同封してありま

す。詳細は事務局まで 

会長挨拶 阿津澤 清会長 

幹事報告 藤堂 昇幹事 

お客様紹介 

阿津澤年度(2016～2017)  

岩槻東ロータリークラブ週報 

     
第38例会 4月11日(火) 1755号 
会 場 市民会館いわつき301  
点 鐘 12:30 

テーマ  外部卓話 「開智高校中高一
貫部校長 溜 剛 先生」 

担 当  国際奉仕委員会 

 

 

 

会   場 市民会館いわつき 301 

例会テーマ 次年度クラブ協議会 

担   当 会長・幹事 

次回例会案内 
第1757例会 4月25日(火) 
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 4. 先日メーキャップに来られた東京御苑RCの幹事 

豊田正司様より創立2周年記念の写真と礼状が届き

ました。 

5. 地区より「米山奨学生入学式」の案内が届きました。 

 ・日時 5/13(土) 13:00～  

 ・ラフレさいたま 3F  ・登録料 10,000円 

6. 地区より「次年度クラブ研修リーダー任命のお願

い」が届きました。 

7. アートフル夢まつり実行委員会よりパンフレット

が送られてきました。レターケース 

 ・日時 5/7(日) 10:00～大宮各所 

8. 大宮北東RCより会報が届きました。 回覧 

9. 「ロータリーの友4月号」と「ガバナー月信10号」

が届きました。レターケース 

10. 第4Ｇ清水恒信ガバナー補佐より「次年度会長・幹

事会の案内」が届きました。 

  ・日時 4/19(水) 18:00～ 

 ・場所 大宮JACK5階 第一集会室 

11. 先日の理事会議事録にも掲載しておりますが、 

 ・5/14(日)のサッカー大会が5/28(日)に又、 

 ・6/6(火)の家族同伴カラオケ大会が6/8(木)に変

更になります。 

 ・最後に阿津澤年度最終例会が6/27(火)が6/25

(日)ラフレさいたまに変更になります。 

 
 

◆宮本和寿財団・米山委員会担当理事 

 担当の清水裕次委員長が

欠席の為、私の方からご紹

介いたします。 

「ロータリーの友」4月号の

地区に関係のある記事で、

①ロータリーアットワーク

写真編 ⦿障害のある人も無い人も共に楽しもう(八

潮RC)Ｐ22 ⦿小学生用サッカーゴールを寄贈(上尾

RC)Ｐ23  

②ロータリーアットワーク文章編 ⦿少女たちの夢の

一助にテントを寄贈(埼玉ゆずRC)Ｐ31 

ガバナー月信4月号の新会員紹介に平野喜代司会員が

掲載されています。最後に出席報告で2月の出席率が8

位、通算で5位になっております。 

 

 
 

◆開智中学高等学校校長 溜 剛先生 

皆様こんにちは。本日

は卓話にお招き下さり有

難うございました。阿津

澤会長様には、お子様が

本校のご卒業で後援会の

会長をして下さっていた

だいております。そのご縁でお話の機会を作って頂き

ました。今、開智学園がどうなっているのか？先ほ

ど、会員さんの中で息子が第一期生であるとか本校の

卒業生である…などのお話をお聞きいたしました。創

立は今から36年前に浦和の歯科医院のはたさんと云う

方が作られ、埼玉第一高等学校の前進です。その後東

方学園となり開智中学高等学校へと変革してまいりま

した。 

学校の教育方針と致しましては、自ら考え、学び、

創る授業、生徒が主体となり学びあいで生きた知識や

考え方を獲得し、発信する探求型授業を推進するクラ

スを目指しております。(紙面の関係で一部割愛させ

ていただきます。) 

 IWATSUKI-EAST ROTARY CLUB WEEKLY REPORT 

委員会報告  

本日のテーマ 外部卓話  

米山奨学生アレ

ハンドロ・ジョルダ

ン君へ東京御苑

RC河野様から贈ら

れた「赤ペコ」を記

念にプレゼントいた

しました。 
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阿津澤 清  溜 剛先生、本日はどうも有難うござ

います。 

藤堂  昇  溜開智校長先生、今日は宜しくお願い

します。 

奥津 雅史  先日の座禅・いちご狩り例会、大勢の

ご参加有難うございました。お陰様で

素晴らしい例会になりました。 

関根 隆光  先日は座禅例会、ご苦労様でした。 

杉田 政男  開智高校校長、溜先生卓話有難うござ

います。先週はいちご狩りに２回も行

きました。めったにない事は続くこと

もあります。 

丹野 寿明  本日は、超早退で申し訳ありません。

三女の小学校入学に行って来ます。 

豊住 昇二  私の息子が第一高校の一期生で、来年

には足立区の孫が中高一貫の開智高校

にチャレンジします。 

山崎 和雄  ラスベガスより例会に参加します! 

宮本 和寿  溜校長先生、卓話有難うございます。

体調に気を付けましょう。 

斉藤 公司  溜校長先生、ようこそ。卓話楽しみで

す。 

青山いづみ  溜校長先生、足元の悪い中お見え戴き

有難うございます。息子達の受験を思

い出しました。 

平野喜代司  ４月のお誕生日、ご結婚記念の皆様、

おめでとうございます。 

萩原 秀咲  開智中高一貫校長、溜 剛先生卓話有

難う御座います。 

(同趣旨)     橋本かほる    藤田 恵子 

中里  仁  竹の子が出始めました。 

清水 常三   田中 徹夫   水戸  恵 

菊池 和彦    
 

 

 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 

ニコニコBOX金額報告  

4/11合計 ３８，０００円 

今年度累計 １，００７，５００円 

出席報告  

例会日 総数 出席 欠席 Ｍｕ 出席率 

4/11免除
3名 

30 
(3) 

17 
(3) 10 6 85.19% 

3/28修正 

免除3名 
30 
(3) 

21 
(3) 6 3 88.88% 

ニコニコＢＯＸ・出席報告 

 
 

■ 清水 裕次 お誕生祝い 
■ 水戸  恵   〃 
■ 末次 哲朗 ご結婚記念 
■ 萩原 秀咲   〃 
■ 小宮  勇   〃 
■ 橋本かほる   〃 

ご結婚・お誕生祝い  

今月誕生月、ご結婚記念月の皆様、おめでとうござい

ます。末永くお元気でご活躍を祈念いたします。 

先端クラスの授業風景 


