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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43例会 5月28日(火) 1760号
会 場 岩槻文化公園
点 鐘 9:00～

本日の例会
第1763例会 6月13日(火)
■ 橋本
昇会員
ご結婚記念
会
場 市民会館いわつき 301
■ 中里
仁会員
〃
点
鐘 12:30
例会テーマ ｸﾗﾌﾞ管理一年間の報告
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

会長挨拶

テーマ
担

当

少年サッカー教室
ファミリーサッカーフェスタ
青少年育成委員会

阿津澤 清会長

素晴らしい天候に恵まれて、サッカーフェス
ティバルが槻の森グラウンドで行われました。
青少年奉仕委員会の加藤和正理事を中心に
ジャガーズサッカースポーツ少年団チームと

栗橋チームと応募のあった子供たち１０名の
合計６０名での練習と講習会が行われまし
た。
小学生前半の子供たちが多いようでした。
小さい体で元気よく一生懸命にボールを追い
かけているのが印象的でした。監督さんコーチたちの熱烈の指導で楽しく
サッカーに溶け込んでいる様子を見学できました。
将来に向け一つ上を目指して頑張ってください、期待しています。
お土産を用意しましたので、後で分けてください。またロータリークラ

６月お誕生日･ご結婚記念の
皆様おめでとうございます！
■
■
■
■
■
■
■

斎藤 公司
高橋勝次郎
藤堂
昇
橋本かほる
菊池 和彦
丹野 寿明
水戸
恵

お誕生祝い
〃
〃
〃
ご結婚記念
〃
〃

ブにも、花束をいただきありがとうございました。これからも怪我をしな
いように頑張ってください。

岩槻東ロータリークラブ会員の大勢の参加ありがとうございました。
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5月28日(日)岩槻文化公園多目的ひろばに於いて、「岩槻ファミリーサッカーフェスタ」を開催いたしました。抜ける
ような五月晴れのもと、幼稚園・保育園生・小学生等、保護者を含めて約200名近くの子供など、サッカーが初め
ての子供多く、元気よくサッカーを楽しんでおりました。お土産のお菓子やジュース、それに景品など子供たちは大
喜びでした。ロータリアンの皆様、お疲れ様でございました。
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岩槻東ロータリークラブ週報
第44例会 5月30日(火) 1761号
会 場 市民会館いわつき301
点 鐘 12:30

例会案内
第1762例会 6月8日(木)
会

場 シダックス 岩槻府内
クラブ
例会テーマ 家族同伴カラオケ大会
担
当 親睦活動委員会

次回例会案内
第1764例会 6月20日(火)
会
場 市民会館いわつき 301
例会テーマ 4大奉仕一年間の報告
担
当 会長・幹事

テーマ
担 当

故青山いづみ会員追悼例会

プログラム委員会

お客様紹介
■ 埼玉りそな銀行 岩槻支店長

井古田晃伸

■ 地区青少年委員会

様

泉谷 聡

■ 故 青山いづみ会員 ご子息

会長挨拶

熊木 景

様

様

阿津澤 清会長

本日は、故・青山いづみさんの追悼例会を
行いたいと思います。
次男の熊木景さんも葬儀のお礼も兼ねて出席
です。時間がたつと余計に寂しくなる毎日で
はあると思いますが、前に向かって前進して
ください。本日は遺影をお持ちいただきまし
たので、会員お一人ずつ手を合わせて気持ち
を込めてお別れしたいと思います。この例会場での最後の時間となりま
す。まだまだ元気ですぐそこにいるようで信じられません。何時までも天
国でこの例会場を見守っていて下さると思います。本当に残念であります

がお別れです。
又、本日は地区青少年委員会の「泉谷聡委員」さんが、挨拶に来られて
います。次年度からフランスより交換留学生が来日しますが、全会員で歓
迎しますので、よろしくお願いします。
また、埼玉りそな銀行岩槻支店長の、井古田晃伸様、お忙しいところ卓話
にお越し頂きありがとうございます。現在の世の中の流れなど教えていた
だければと思います。よろしくお願いします。
今日の新聞では埼玉りそな銀行の池田一義社長のインタビューが大きく
掲載されておりましたが、３年で店舗に100億円の投資、営業人員は300人
増員し利便性を向上させるということです。公的資金の返済以降、積極的
に改革のスピードを加速させている…と云う事です。

本日もよろしくお願いします。

幹事報告

藤堂

昇幹事

1. 地区より「次年度財団セミナー」の案内が
届きました。
・日時

7月15日(土) 午後1時30分 点鐘

・場所

大宮

清水園

大宮区東町2-204

電話048-643-1234
2. 地区より「次年度事務局研修会」の案内が
届きました。
・日時

7月7日(金) 午後1時00分 点鐘

・場所

大宮

清水園

大宮区東町2-204 電話048-643-1234

3. 地区より「青少年フェスタ」のお礼文が届きました。
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4. 地区より「公共イメージ・会員増強維持部門合同

22名の登 録を頂いておりま

セミナー」の案内が届きました。
・日時

7月8日(土) 午後1時30分

・場所

ソニックシティ

す。
点鐘

あと２名の参加をお待ちして

市民ホール

います。

電話048-647-4111
5. 第４Ｇ清水ガバナー補佐より「ＩＭ実行委員会最
終会議」の案内が届きました。

◆丹野寿明会長エレクト

・日時

6月15日(木) 午後6時00分

・場所

串焼き「安兵衛」大宮区桜木町2-2-3

くなりになった為、山崎和

第2サン企画ビル５階

雄会員に次年度幹事をお願

電話048-647-0171

い致しました。

次年度、青山幹事がお亡

6. 地区より「ＲＩ3000地区(インド)からのグローバ
ル補助金を利用した国際奉仕事業の提案」が届き
ました。

◆山崎和雄次年度幹事挨拶

7. 第４Ｇ清水ガバナー補佐より「チャリティゴルフ

３回目の会長・幹事です

の収益金をポリオに寄付した報告書」が届きまし

が古いだけで役立つかどう

た。因みに我がクラブは18,315円で166.5弗となり

か？判りませんが頑張りま

ます。

すので、ご協力宜しくお願

8. 飯淵昭二会員に財団の領収書が届きました。

い致します。

お客様ご挨拶
◆地区青少年交換委員会幹事 泉谷

◆遠藤光治次年度地域社会奉仕委員長

聡様

今日の例会後に社会奉仕

この度は、青少年交換の

の委員会を行います。30分

受け入れ・派遣のホストを

位で終わりますので、宜し

お引き受け下さいまして有

くお願い致します。

難うございます。
本日はお礼のご挨拶に参り
ました。派遣学生は岩槻高
校の稲山哲也君で来日学生

故 青山いづみ会員 追悼

はフランスからの女の学生で1730地区から参ります。
簡単に申しますと「サリタ」と呼んで欲しいと云って
おります。1929年(昭和4年)に青少年交換事業が始ま
り今年で88年が経ちます。人間で云いますと米寿に当
たるわけです。今年度は22名行っております。全国34
地区ありますが、その中でもダントツに多い訳でござ
います。私の娘も浦和北ロータリークラブさんにお世
話になりました。ホストを受けるクラブさんにも色々
と悩みも多い様でございます。いずれにしても1年間
ホストをお引き受け頂き有難うございました。

委員会報告
◆奥津雅史親睦委員長

◆元 米山奨学生 王揚揚さん お別れの言葉

次回は夜間例会です。大勢の方々のご参加を頂きあ

お母さんには、米山のカウンセラーをして戴きとて

りがとうございます。沢山の賞品を用意していますの

も親切にして下さった事、忘れません。

で、楽しみにご参加下さい。又、当日のゴルフも現在

優しいお母さんにもう会えないのかと思うと寂しく
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て仕方がありません。今ま

ら…と思いますので、宜しくお願い致します。

で私にして下さった様々な
事は今も次々と思い出され
ます。これからも私の事を
見守っていて下さい。そし
て今日この追悼例会に呼ん
でくださった会員皆様にもお礼を言います。有難うご
ざいました。

◆熊木 景様(故・青山いづみ会員のご子息)
本日は、この様な貴重な時間をとって頂き有難うご

故・青山いづみ会員の遺影に手を合せて悲し
みと寂しさの中、永久のお別れを致しました。ご
子息様もご出席下さり、クラブの皆様に感謝の
想いを伝えて下さいました。青山さん、どうぞ安
らかにお休みください。そして天国からクラブの
発展を見守ってください。

ざいました。一昨日49日の法要を済ませました。丹野
さんよりロータリーのバッチを頂いておりましたの
で、棺にバッチを入れさせていただきました。母は
ロータリーに生きがいを感じていた様です。今後、皆
様の許しがあれば岩槻東クラブの会員に入れて頂けた

本日のテーマ

外部卓話

◆埼玉りそな銀行 岩槻支店長 井古田晃伸様
皆さんこんにちは。埼玉りそな銀行岩槻
支店長の井古田と申します。日頃は皆様に
大変お世話になっております。今日は資料
を２頁程用意い
た しま した の
で、ご 覧 く だ さ
い。こ の 後、資
産運用の必要性
についてのお話
が ござ いま し
た。(内容については、紙面の関係上割愛
させていただきます。表を参照して頂きた
いと思います。)

埼玉りそな銀行の支店長様、お忙しいところ
卓話にお越し下さり有難うございました。
55
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ニコニコＢＯＸ・出席報告
ホットニュース

阿津澤

藤堂
杉田

清

昇
政男

橋本かほる
山形 照之
（同趣旨）
丹野 寿明

清水

常三

斉藤

公司

飯淵
奥津

昭二
雅史

中里
仁
豊住 昇二
小宮
勇
関根 隆光
水戸
恵

青山いづみさん、追悼例会に熊木景さ
ん、王揚揚さん、ご出席いただき有難
うございます。地区青少年交換幹事、
泉谷さん宜しくお願いします。
青山さん、ご冥福をお祈りします。
青山さんを偲んでの日です。熊木さん
ご苦労様です。
青山いづみ様、大変お世話になりまし
た。ご冥福をお祈りいたします。
青山さん、ご冥福をお祈りします。
菊池 和彦
遠藤 光治
熊木景さん、やんやん、来て下さって
有難うございます。泉谷さんご指導宜
しくお願いします。埼玉りそな岩槻支
店伊古田支店長、卓話有難うございま
した。
女子プロゴルファー宮里藍選手、今期
限りで引退、残念ですね。
青山いづみさんの追悼例会を行う事が
寂しいです。
海水温上がって来ました。19℃です。
青山さん、いつも弟の様に可愛がって
頂き有難うございました。もう叱って
もらえないのが寂しいです。
５月なのに３０℃の日が多いですね。
宜しくどうぞ。
暑いですね。未だ５月です。
萩原 秀咲
山崎 和雄
橋本
昇

「一本苗栽培」
◆小宮 勇次年度職業奉仕委員長

ニコニコBOX金額報告

雨上がりの曇り空の下、去る６月１日、地元慈恩寺
小学校にて午前９時から10時30分、阿津澤年度後期で

5/30合計

はありますが、次年度職業奉仕活動として、丹野会長

今年度累計

２３，０００円
１，１７９，０００円

エレクト、中里会員、小宮の3名で小学5年生64名に、
バケツ1本苗の植え付け作業を行いました。中里会員

による腐葉土及びコシヒカリの苗の提供をして頂き、

出席報告

無事に終了する事が出来ました。この秋の収穫が楽し
みです。中里会員ありがとうございました。写真は丹
野会長エレクトからの提供です。

2016～’17年度
例 会 日
例 会 場
クラブ事務局
U R L

例会日

総数

出席

欠席

Ｍｕ

出席率

5/30免除
3名

29
(3)

20
(3)

6

3

88.46%

5/16修正
免除3名

29
(3)

25
(3)

1

1

100.0%

岩槻東ロータリークラブ

毎週火曜日 12:30～13:30
さいたま市民会館いわつき
Tel 048-756-5151
Tel 048-757-9786
Fax 048-756-5539
http://www.iwatsuki-east-rc.org
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会
長
幹
事
会報委員長

阿津澤 清
藤堂
昇
清水 裕次

