
 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

この例会場では今年度は終了です。会長職

も、もうすぐ解放されますが、長い１年でし

たが、皆様のお陰で無事に終わりそうです、

あとは最終例会を残すのみになりました。幹

事の藤堂さんにはお世話になりました。本日

は理事の方々よろしくお願いします。来週は

最終例会で今プロフィールをお配りした明珍

さんの素晴らしい歌声をお楽しみください。 

 ロータリーの友の６月号に地球温暖化防止の切り札ということで足利工

業大学理事長の牛山泉先生の記事が掲載されています。日本ではエネル

ギーは中東の産油国から原油の８０％を買っています。長さ300ｍもある

30万トン級の巨大タンカーで運んできます。これが日本では１日ほぼ３艘

分の原油が消費してしまうということです。中東から日本まで18日かかる

のですが積み下ろしもあるので20日かかるとして、１か月60艘のタンカー

が航行しています、日本で原油をおろし、空になった船は戻ります、来る

のと、戻るのとが60艘、120艘のタンカーが行き来をして、今の日本経済

が回っているといった状況です。96％が輸入です。この状態で中東での紛

争や戦争が起き、海上が封鎖されたらどうなるのでしょうか…と警笛を鳴

らしている記事が出ています。その通りで、日本はまず立ち行かなってし

まいます。この現状を何か変えていかないと近いうちに影響が出てくる気

がします。日本の国土の７割が森林です間伐をして大きな木を育てること

もＣＯ２削減です。地熱発電も地下1,500ｍの高温蒸気を使って行う、こ

の蒸気タービンは日本製で70％のシェアを持っています。 

今、世界では風力発電が主流になってきています。日本も自然エネル

ギーを大いに活用して中東の情勢に影響を受けないようにしていかねばな

らない。 

 現在、いざなぎ景気を超えそうだといっていますが、実感がないです

ね。株もそんなに上がらないし、消費もよくないです。 

宅配便でなんでも買って届けてもらう便利な世の中です、目の前ではな

んでも品物があふれているようですが、買えない貧困の子供が６割居ると

いう現実も忘れないようにしたいです。 

１年間週報のネタを考えていました、会長の仕事は挨拶と増強です、思

うように結果が出なかったのですが、増強では飯淵さんと平野さんが入会

していただき、良かったです。例会も有意義な例会であったか？ 心配し

ています。皆様の今年度に対しましてのご協力に御礼を申し上げます、あ

りがとうございました。 

 

 

 

会長挨拶並びに報告 阿津澤 清会長 

阿津澤年度(2016～2017)  

岩槻東ロータリークラブ週報 

     

第47例会 2017年7月4日発行 

第47例会 6月20日(火) 1764号 
会 場 市民会館いわつき301  
点 鐘 12:30 

テーマ 「4大奉仕一年間の報告」 
担 当 会長・幹事 
  

会   場 ラフレさいたま 

点   鐘 12:30 

例会テーマ 阿津澤年度家族同伴 

   最終例会 

担   当 会長・幹事 

 

詳細はプログラムを参照願います。 
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1. さいたま国際交流協会より

パンフレットが届きまし

た。 

2. 地区より「年次報告書掲載

の為、」各種報告書提出の

依頼が届きました。 

 

◆藤堂 昇幹事より報告 

昨夜、会長・幹事会が開催されましたので、それに

ついての報告を致します。 

第４Ｇ各クラブより20万円ずつの青少年交換協力金と

云う事で今年度中に振り込んで頂きます。 

合計120万円の中で、次年度青少年交換事業を我がク

ラブがやっていく事になります。後はホストファミ

リーを決めて進めて行くわけです。皆様のご協力をお

願い致します。 
 

 

 

◆奥津雅史親睦委員長 

来る6月25日(日)に、「ラフ

レさいたま」にて、阿津澤年度

の家族同伴最終例会を開催致し

ます。アトラクションに明珍宏

和様のピアノ演奏によるバリト

ンの歌が披露されます。お手元

のパンフレットをご参照下さい。そして当日をお楽し

みにご出席下さい。 

 

◆山崎和雄次年度幹事 

7/23(日)奉仕プロジェクト合

同セミナー 午後12:15受付 大

宮「清水園」奉仕プロジェクト

の関係者のご出席をお願い致し

ます。 

 

 
 

◆宮本和寿ロータリー財団・米山記念奨学 

  担当理事 

 阿津澤年度、財団・米山担当

理事の宮本です。今年度、米山

の寄付は 100％達成しました

が、財団は100％達成出来ませ

んでしたが、阿津澤会長もあく

までも寄付ですので、無理しな

くて良い…と云う事でしたので、その方針に従いたい

と思います。 

余談ですが、私自身500円玉預金を始めました。煙草

を買ったお釣り銭を入れております。いつの間にか溜

りますので、あまり出金の時に負担に感じなくて良い

かなぁーと思います。是非、皆さんもやってみて下さ

い。 
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委員会報告  

本日のテーマ 4大奉仕一年間の報告  

幹事報告 藤堂 昇幹事 

 地区行事及びセミナー予定表 

月 日 内  容 場所・時間 備  考 

7月  

7日(金) クラブ事務局研修 清水園 13:00  

8日(土) 公共イメージ・会員増強維持部門セミナー 
ソニックシティ市民ホール 

13:30 
 

11日(火) 埼玉県知事表敬訪問 県知事室 16:10  

15日(土) ロ－タリ－財団部門セミナ－ 清水園 13:30点鐘  

16日(日) 米山記念奨学部門セミナ－ ラフレさいたま 13:30点鐘  

19日(水) 第4G事務局研修会 パレスホテル 2F欅 17:30  

23日(日) 奉仕プロジェクト 3部門合同セミナー 清水園 13:00点鐘  

30日(日) 管理運営部門セミナ－ 
川口市民ホール 

「フレンディア」 13:30点鐘 

 

8月 6日(日) 青少年奉仕部門セミナー 
市民会館おおみや 

小ホール 13:00点鐘 
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ニコニコＢＯＸ・出席報告   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

阿津澤 清  一年間、有難うございました。後は最

終例会を残すのみです。 

藤堂  昇  今年度もあとわずかになりました。皆

さん、1年間有難うございました。 

杉田 政男  定例会場の最終例会となりました。 

       四大奉仕の役員、委員の皆様有難うご

ざいます。明日は夏至です。一日が長

いです。 

丹野 寿明  阿津澤会長、藤堂幹事、あともう少し

ですね。最終例会楽しみです。 

菊池 和彦  阿津澤年度、振り返るとあっという間

でした。理事・役員の皆様、ご苦労様

でした。 

山崎 和雄  いよいよ最後の例会となりました。阿

津澤会長、藤堂幹事ご苦労様です。 

（同趣旨）  山形 照之   遠藤 光治 

       豊住 昇二 

宮本 和寿  阿津澤年度、最後の定例会場になりま

した。301号室有難うございました。 

中里  仁  明日の雨、期待しています。 

小宮  勇  阿津澤年度、最終例会のみになってき

ました。 

橋本かほる  阿津澤年度、最後の定例会場例会にな

りました。すでにしみじみ懐かしい気

持ちになっています。 

田中 徹夫   清水 常三   関根 隆光 

奥津 雅史 
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出席報告  

例会日 総数 出席 欠席 Ｍｕ 出席率 

6/20免除
3名 

29 
(3) 

20 
(3) 7 0 76.92% 

6/6修正 

免除3名 
29 
(3) 

26 
(3) 0 0 100.0% 

 

ゲスト(Guest) 
 

 例会で特に興味深いプログラムが予定されている場

合、クラブは、個々の会員に対して、ロータリアン

でない地元の人を招待するよう勧めてほしい。一般

の人々にクラブの役割とその目的を理解してもらう

ためである。報道関係者または他のクラブ会員は別

として、クラブ又はクラブ会員が長期間同一人を来

賓とする事は望ましくない。 

また、クラブ例会に訪れるロータリアンおよび配

偶者などのゲストを歓迎することをクラブに奨励す

る。クラブにゲストの出席を認める裁量権がある

が、この様なゲストの出席で、クラブの奉仕活動が

一般の人々に知られるようになるし、親睦も深まる

し、新会員の入会につながることもある。 

 

クラブ例会の運営(Conduct of Club Regular 

Meetings) 
  

世界中のＲＣには、いろいろな宗教的信仰あるい

は、価値観を持ち、人類への奉仕に結束している会

員がいる。各ＲＣは自治的なものであるから寛容と

いうロータリーの基本原則を汲み、人道的奉仕プロ

ジェクトへのロータリアンの参加を奨励するような

方式で良識を働かせて例会を行うべきである。 

ニコニコBOX金額報告  

6/20合計 ２１，０００円 

今年度累計 １，２３０，０００円 

 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 

宮本和寿会員提供写真 

『我が家のサボテンの花』 
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