
 

  

 

 
 

■ 橋本  昇会員 ご結婚記念 

■ 中里  仁会員   〃 

 

 
 

■ 熊木 景様(青山会員ご子息様)   

 

 
 

４月21日は次年度地区協議会に出席し

た方ご苦労様でした。今日はその発表と

打ち合わせをグループで行います、よろ

しくお願いします。 

５月28日のサッカー教室の宣伝もよろ

しくお願いします。 

また27日～30日までさいたまスーパー

アリーナで「世界盆栽展」が開かれま

す。世界の盆栽が一堂に集まり素晴らしい展示品もあるそうです。時間を

割いて観る価値があると思います。 

 最近、隣の国が危ない、ミサイルが今でも飛んできそうな気配である。 

空母も近くまで来ているそうですが、政府は国民に向け北朝鮮の弾道ミ

サイル攻撃があった場合の避難方法や身の守り方を内閣官房のホームペー

ジに掲載した・ミサイル発射情報が流れた場合には「地下街などに避難す

る」「窓のない部屋に移動する」 

近くにミサイルが落下した場合は「口と鼻をハンカチで覆い、風上へ避

難する」「換気扇を止め、窓に目張りをして室内を密閉する」 

核兵器や生物・化学兵器の使用も念頭に置いた対策を列挙した。日本で

はすぐ隣ですので本当になったら大変ですが、アメリカ本土では遠くの火

事のようであまり関心がないようです。 

次年度の私は地区委員での増強委員会に所属しました。当クラブももと

より地区でも勉強をして会員を増やしていきたいと思います。皆様の知り

合いを増強のためご紹介をお願いします。 

 

 
 

1. 地区より「米山奨学生 日帰り研修旅

行」の案内が届きました。 

 ・日時 5月21日(日) 7時40分集合 

  8時出発  

 ・集合 ＪＲ川口駅西口 

  「川口リリア」前 

 ・行先 勝沼ワイナリーほか  

  大型バス２台 

 ・会費 ロータリアン10,000円 米山奨学生 4,000円 

2. 2016年規定審議会に対応した「手続き要覧」が届きました。希望者に

は700円にてお分け致します。 

阿津澤年度(2016～2017)  

岩槻東ロータリークラブ週報 

     

第40･41例会合併号 2017年5月16日発行 

第40例会 4月25日(火) 1757号 
会 場 市民会館いわつき301  
点 鐘 12:30 

テーマ 次年度クラブ協議会 
 (クラブ奉仕部門) 
担 当 会長・幹事 

お客様紹介 

幹事報告 藤堂 昇幹事 

 

 
 

■ 橋本  昇会員 ご結婚記念 

■ 中里  仁会員   〃 

 

 

 
 

 

■ 杉田 政男 お誕生祝い 

■ 小宮  勇   〃 

■ 関根 隆光 ご結婚記念 

■ 阿津澤 清   〃 

■ 奥津 雅史   〃 

会   場 市民会館いわつき 401 
点   鐘 12:30 
例会テーマ 国際奉仕担当例会 

担   当 国際奉仕委員会 

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 

５月お誕生日･ご結婚記念の 

皆様おめでとうございます！ 

本日の例会 
第1759例会 5月16日(火) 

会長挨拶 阿津澤 清会長 
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◆熊木景様ご挨拶  

 お母さんの病状が大変

悪く、母からの言付けが

ございましたので、お伝

えさせていただきたいと

思います。 

次年度幹事を受けており

ながらこの様な結果に

なってしまい大変申し訳無いと思っております。(こ

の後、病院にて間もなく、お亡くなられになりました

事をご報告いたします。故人のご冥福をお祈り致し心

から哀悼の意を表します。) 

 

◆遠藤光治次年度地域社会奉仕委員長 

 毎年、地区補助金を

使って奉仕プロジェクト

を立ち上げております

が、地区の方では社会奉

仕が実行し、しかしお金

は財団から出る…と云う

矛盾がありまして、まだ

まだゆっくりで良いと思っておりましたが、４月一杯

が申請期限となっており、委員会を開いていると間に

合わない事から丹野会長エレクトと青山幹事エレクト

とで概ね、計画を立てていただきました。理事会にも

通していただき、１２月に養護施設いわつきに於い

て、移動動物園を行う事になりました。次回の奉仕プ

ロジェクトの「クラブ協議会」でもう少し詳しい事ま

で決めていきたいと思います 

 

◆宮本和寿ロータリー財団委員長 

 今年度、財団の寄付が

未だ100％になっており

ませんので、3年後の補

助金の補助額に影響して

きますので、是非、皆さ

んのご協力をお願い致し

ます。 

(この後、クラブ協議会が始まりました。原稿は割愛

させていただきます。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次年度クラブ協議会 （クラブ奉仕部門） 委員会報告  

 IWATSUKI-EAST ROTARY CLUB WEEKLY REPORT 

写真上は会員増強グループの打合せ風景、下は公共

イメージグループと管理運営グループの打ち合せ風

景、次年度に向けての活発な意見交換を致しました。 
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阿津澤 清  いよいよ5月の大型連休です。事故の無

いよう、皆気を付けてお出かけ下さ

い。 

丹野 寿明  本日、クラブ協議会初日、皆様宜しく

お願いします。 

藤堂  昇  丹野会長エレクト、今日は頑張って下

さい。 

山形 照之  次年度会長さん、ご苦労様です。 

清水 常三  丹野年度、スタートです。地区の2017-

2018年度の運営方針「新たな行動、新

たな感動」に向かって頑張りましょ

う。 

斉藤 公司  丹野年度静かに動きだしましたね。 

宮本 和寿  クラブ協議会の時期となり丹野年度の

準備スタートになります。 

杉田 政男  クラブ協議会、宜しくお願い申し上げ

ます。 

小宮  勇  一時停止違反しました。交通ルールを

守りましょう！ 

中里  仁  陽気、良くなりましたね。 

遠藤 光治  桜が散り、葉桜も良いですね。 

豊住 昇二  本当に良い天気です。 

藤田 恵子  丹野年度、クラブ協議会、どうぞ宜し

くお願いします。 

山崎 和雄   田中 徹夫   関根 隆光 

平野喜代司   橋本かほる   加藤 和正 

萩原 秀咲 

 

 

 

 

 IWATSUKI-EAST ROTARY CLUB WEEKLY REPORT 

ニコニコBOX金額報告  

4/25合計 ２５，５００円 

今年度累計 １，０７８，０００円 

例会日 総数 出席 欠席 Ｍｕ 出席率 

4/25 
免除3名 

30 
(3) 

19 
(3) 7 3 81.48% 

4/11修正 

免除3名 
30 
(3) 

17 
(3) 10 6 86.19% 

出席報告  

ニコニコＢＯＸ・出席報告 

 

クラブ協議会(Club Assemblies) 
 

 クラブのプログラムと活動について協議する為に開

かれるクラブ役員、理事、委員会委員長の会合であ

るが、クラブの他の会員も出席を要請される。年度

中4～6回のクラブ協議会を開くことが推奨されてい

る。 

1. 地区協議会の直後(会長エレクトが主催する。) 

2. 7月1日後：年度計画について話し合い、年度計画

を採択する。 

3. 公式訪問の2週間前。 

4. 公式訪問中：ガバナー補佐と地区ガバナーとクラ

ブの現況を話し合う。 

5. ロータリー年度の半ば：目標への進捗状況と年度

後半のクラブプログラムの決定。 

6. 地区大会の後：クラブ計画を完了させる為のアイ

デアや提案について話し合う。 

クラブ協議会では、奉仕プロジェクトや活動、会員

増強、退会防止、地区大会や他の会合への出席など

について話し合い、また、会員の教育の場となり、

会員の奉仕活動への関心を喚起する。 
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先週は、青山いづみさんのお通夜に浅水尚

伸ガバナーをはじめ中村パストＧ、森田パス

トＧ、三国パストＧ清水伸洋ガバナー補佐、

次年度ガバナー補佐清水恒信様、社会奉仕部

門委員長丹井亮一様、各地域のロータリーの

方々、岩槻東ロータリー会員の沢山のお見送

り本当にありがとうございました。「いづみ

メモリアル」スタッフの素晴らしい式典の運び方、気持ちのこもった素晴

らしい司会者の進行で２日間の葬儀を終了いたしました。親族にとっては

計り知れない寂しさですが、これを乗り越えて頑張ってください。弔辞

は、丹野エレクトにお願いしましたが、今まで次年度のことを２人３脚で

決めてきて、２か月後に新年度が始まると思うと残念ですが、丹野エレク

トもその気持ちをこめて最後の言葉になったと思います。病の重さがどれ

ほどのものだったのか無念ですね。何歳でも別れる時は辛いものです。青

山いづみさんよく頑張って最後まで貫き通しました、心意気に感激してい

ます。息子さんが挨拶に来たいのですが、仕事上後日になると連絡が入っ

たようです。その時に追悼例会を行うということです。 

 今年度も残り少なくなりましたが、４月はロータリーの母子健康月間で

す。世界の子供たちに援助の手を差し伸べていくプロジェクトも考えてい

かなければいけない。 

５月は青少年奉仕月間ですサッカーの奉仕活動も５月２８日に控えてい

ます。日本は６人に一人の子供たちが貧困であるいうことです。今後、政

府も学費を大学まで無料にするといっています。勉強したい子供を援助し

てあげて良いところを伸ばし活躍できる環境を作ることが大事です。 

最近の情報で財団学友の中満泉さんが国連事務総長に着任いたしました。 

厚木ロータリークラブの推薦を受け１９８７～８８年ロータリー財団奨

学生としてアメリカ、ジョージタウン大学大学院に留学していました。素

晴らしいことであります。 

さて今日は、次年度のクラブ協議会です、各委員会に分かれての審議をよ

ろしくお願いします。 

   

 
 

1. 地区より「クラブ研修リーダーセミナー」

の案内が届きました。 

 ・日時 6月17日(土) 1時30分 受付  

     2時 開始  

 ・場所 川口市民ホール 

     「フレンディア」 

 ・会費 １名 3,000円  

会長挨拶 阿津澤 清会長 

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41例会 5月9日(火) 1758号 
会 場 市民会館いわつき301･401  
点 鐘 18:30 

テーマ  次年度クラブ協議会     
 (４大奉仕部門) 
担 当  会長・幹事 

 

 

 

会   場 岩槻文化公園 

開     始 9:00～ 

例会テーマ サッカー教室（ファミリー

 サッカーフェスタ） 

担   当 青少年育成委員会 

次回例会案内 
第1760例会 5月28日(日) 
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 2. 地区より「福島視察学習ツアー」の案内がロー

ターアクトクラブに届きました。 

 当クラブはローターアクトクラブが無い為、詳細

は割愛させていただきます。 

3.「日本のロータリー１００周年委員会」より「2020

年日本のロータリー100周年に関するアンケートが

届きました。 

4. 地区より「次年度部門セミナーの登録料一括送

金」の案内が届きました。 

5. 地区より「青少年フェスタ」の案内が届きまし

た。 

 ・日時 5月28日(日)10:00～15:00 

 ・場所 越谷レイクタウン 

 

 
 

◆宮本和寿財団米山担当理事 

 今年度、ロータリー財団

については未だ１００％に

達しておりませんので、

レートも現在１ドル110円に

なっておりますので、是非

ご協力をお願い致します。 

 

 

 

 

◆丹野寿明会長エレクト 

次年度のクラブ協議会、

２回目の4大奉仕部門の開催

となります。急な青山いづ

み幹事エレクトの訃報に戸

惑いもありますが、皆様の

ご協力により進めて参りた

いと思いますので、どうぞ

宜しくお願い致します。 

 IWATSUKI-EAST ROTARY CLUB WEEKLY REPORT 

委員会報告  

次年度クラブ協議会 （４大奉仕部門） 

写真は四大奉仕部門の打合せ風景。夜間のクラブ

協議会にもかかわらず大勢の会員の出席の下、次

年度に向けての活発な議論が交わされました。 

お疲れ様でございます。 
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阿津澤 清  先日の青山さんのご葬儀に大勢の会員

の皆様にご参列頂きありがとうござい

ました。連休も終わり本格的に次年度

へ進行していきます。 

藤堂  昇  丹野さん、頑張れ!! 

清水 常三  青山いづみさんのご冥福をお祈り申し

上げます。 

（同趣旨）  萩原 秀咲    山崎 和雄 

丹野 寿明  クラブ協議会の後半戦、皆様宜しくお

願いします。 

宮本 和寿  丹野年度、準備万端でスタートしま

しょう。 

山形 照之  次年度役員、理事の皆様、ご苦労様で

す。 

清水 裕次  5月の連休が終わると仕事上での総会

シーズン。明日は日光へ、来週は盛岡

そして静岡と、その日もゴルフです。

疲れます。 

小宮  勇  慈恩寺観音様の藤棚が見頃です。是非

見て下さい。 

杉田 政男  次年度、役員の皆様、宜しくお願い申

し上げます。 

遠藤 光治  映画の「飯館の母ちゃんたち」を見て

原発の恐ろしさを考えました。 

斉藤 公司  丹野会長エレクト頑張って下さい。 

藤田 恵子  本日は次年度クラブ協議会、どうぞ宜

しくお願い致します。青山いづみさん

これからは、きっと例会出席率100％で

すね！ 

高橋勝次郎  いつもお世話様です。 

中里  仁  田んぼも乾いています。 

奥津 雅史   田中 徹夫   関根 隆光 

平野喜代司   橋本かほる   加藤 和正 

豊住 昇二   橋本  昇   飯淵 昭二 

 

 

 

 

 

 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  

5/9合計 ２８，０００円 

今年度累計 １，１０６，０００円 

例会日 総数 出席 欠席 Ｍｕ 出席率 

5/9免除3
名 

30 
(3) 

25 
(3) 4 0 92.59% 

4/18修正 

免除3名 
30 
(3) 

26 
(3) 1 0 96.29% 

出席報告  

ニコニコＢＯＸ・出席報告 

出席報告の山形照之会員とスマイル報告

の藤田会員。何時もご苦労様です。 

去る４月26日午前４時、青山いづみ会員が急逝い

たしました。東武レクイエムにて５月１日通夜、２

日に告別式が行われ浅水ガバナー初めパストガバ

ナー地区役員の皆様に見送られしめやかな内に執り

行われました。ご冥福をお祈りいたします。 


