
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

■ 加藤 和正 お誕生祝い 

■ 山崎 和雄   〃 

■ 藤田 恵子   〃 

■ 飯淵 昭二   〃 

 

 
 

 皆さん、こんにちは。 

 本日は熊木景さん、我がクラブにご入会頂

きましてありがとうございます。先日の飛田

さんのご入会にも感謝申し上げます。7月

早々に2名の新会員の入会式をさせて頂き、

気持ちが明るくなりました。ただ皆様に本当

に申し訳なく思うのですが、私は何の努力も

していないのにロータリーバッチを既に2人も付けさせて頂き本当に嬉し

い気持ちで一杯です。自分自身これから努力を惜しまず会員増強に努めて

参りたいと思います。 

 毎日、嫌になるほど暑いですね。今朝、テレビでアメリカでは暑さによ

り飛行機が飛びたてない…とのニュースが放送されていました。これには

大きく分けて２つの理由が考えられます。 

気温が上昇すると空気の密度がどんどん薄くなります。同じ量の空気を吸

い込んだとしても、そこに含まれる酸素の量は減っている訳です。エンジ

ンにも同じ事が起こるので酸素の量が低下している状態では爆発力が弱く

なり、出力が落ち込むのが一つの理由です。もう一つはプロペラ、ブレー

ドやファン等もエンジンからの出力で回転し空気を噛もうとするのです

が、薄い空気では空回りの状態で前に進むスピードを得るのに時間と滑走

距離が長くなってしまいます。また前に進むスピードによって翼に与えら

れる空気の流れも密度がスカスカの状態で抵抗値が下がる事によって浮き

上がろうとする力（揚力）も低下します。これらの要因で滑走路をいっぱ

いに使ったとしても安全に飛びたてないと判断した為です。 

 日本は海に面した島国なので標高も低いので仮に気温が40℃を超えたと

してもこんなことは起こりません。大陸の国の内陸部、例えばアメリカの

コロラド州などは平地に見える所が約１６００ｍの標高がすでにあり、周

りに見える山脈は富士山よりも明らかに低く見えるのですが海抜からの高

さでは4,000ｍを超える山もあります。この様な地域で高気温になった場

合に起こる現象です。 

航空関係ではDensity altitude(密度高度)というものを普通に使ってい

るのですが、高度には海抜や標高といった実測によって得られた固定され

た高さ、仮に2,000ｍだとして、その日の気温が高いと大気密度は薄くな

るので2,000ｍより高い所にある空気と同じ状態となるのでDensity alti-

tude(密度高度)は2,000ｍ＋Ｘｍとなります。また逆に低い気温の場合は

2,000ｍ－Ｘｍとなります。皆さんの乗られている車も同じで暑い日はエ

ンジンのパフォーマンスが落ちています。 

 早く猛暑を抜け出して涼しくなることを望みます。ご清聴ありがとうご

ざいました。 

 

会長挨拶 丹野寿明会長 

本日の例会 
第1770例会 8月1日(火) 

８月お誕生日･ご結婚記念の 

皆様おめでとうございます！ 

第3例会 2017年8月1日発行 

会   場 市民会館いわつき 301 
例会テーマ 卓話 

担   当 クラブ活性化委員会 
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◆菊池和彦前年度会員増強委員長 

熊木会員はご存知の通り、

(故)青山いづみ会員の次男であ

り、1988年11月6日生まれの28

才でございます。彼の入会によ

り我がクラブの平均年齢をグッ

と下げてくれました。勤務先は

大阪府堺市で、ウェブ広告のマーケティングのお仕事

をされており、「株式会社ＡＺＷＩＮ」の代表取締役

でございます。仕事場の関係で月に1～２回の出席に

なるそうですが、今後のご活躍に期待を致すところで

ございます。 

◆熊木景会員「挨拶」 

本日は、この様な素晴らしい

入会式を行って頂き有難うござ

います。今日は私の仕事の事に

ついて、少しお話させて頂きた

いと思います。現在、大阪の方

でインターネットによって広告

を活用して、レストランや個人商店などの広告関係の

仕事をさせて頂いております。将来的には岩槻が地元

なのでこちらの方で仕事を発展させていただきたいと

思っております。今までは、例会出席の時にお客様扱

いでしたが、これからは一会員として、いろいろ勉強

させて頂きたいと思いますので、どうぞ宜しくお願い

致します。 

 

 
 

1. 地区より「日韓親善会議」

再募集の案内が届いており

ます。 

 参加希望者は事務局まで 

2. 地区より「青少年交換年間

日程表」が届きました。藤

田青少年担当理事に転送してあります。因みに

7/23(日)に受入れ関係者会議が大宮「パイオラン

ドホテル」にて、PM3:00～開催されます。 

3. 県立岩槻商業高校より「創立100周年記念式典」の

案内が阿津澤直前会長に届いております。 

 ・日時 11月18日(土)PM6:00 

 ・場所 さいたま市民会館 おおみや 

4. 米山記念奨学会より「ロータリー米山記念奨学会

50年のあゆみ」の発刊紹介と1冊1,800円の配布案

内が届いております。希望者は事務局まで 

5. 同じく米山記念奨学会より「ハイライトよねやま

208号」が届きました。回覧 

6. 地区より「九州北部豪雨義援金として」、会員1名

1,000円のお願いが届きました。 

 関根会計並びに、理事・役員と本日出席者全員の

ご承認を得た…と云う事でクラブより拠出させて

いただきます。ご了承下さい。 

7. 7/22(土)PM6:30より「雅致」にて管理運営グルー

プ合同委員会が開催されます。 

8. 7/25(火)家族同伴親睦旅行を行います。返事の未

だの方は至急奥津委員長又は、事務局へお願いし

ます。 

9. 8/1(火)第４回理事会がPM6:30より「陽だまり」に

て開催されます。 

10. 8/4(金)奉仕プロジェクト各委員会・例会委員会合

同会議が「鳥貴族・岩槻店」にて、PM6:30より開

催されます。 

11. 本日、例会後にこの会場にて、「財団・米山部門

合同会議」が行われます。 

 

 
 

◆奥津雅史親睦活動委員長     

 来週の納涼例会について、出

発は「埼玉りそな」銀行前を朝

10時に出発・集合致します。遅

れないようにお願いします。 

 

 

◆遠藤光治社会奉仕委員長 

〇 8月20日の「岩槻まつり」の

バザーについて、8月の第1

例会と第2例会にバザー用品

を集めさせて頂きます。 

〇 8月4日に午後6時30分より、

ワッツ西館2Fの「鳥貴族」

にて、奉仕プロジェクト各委員会と例会委員会の

委員会報告  

 IWATSUKI-EAST ROTARY CLUB WEEKLY REPORT 
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 合同会議を行います。出欠の返事の無い方が居り

ますので、お願いします。 

 

 
 

◆橋本かほるロータリー財団・米山委員会 

 担当理事 

ロータリー財団は「世界で良

い事をしよう」。これは「ロー

タリアンが人々の健康状態を改

善し、教育への支援を高め貧困

を救済することを通して世界理

解、親善、平和を達成できるよ

うにする」ことを使命としています。 

 皆さんの多くは個人でも会社でも多大な税金を納

め、長年納めてきた年金さえカットされている方々が

沢山いらっしゃると思います。それだけでも地元にも

日本国内にも大きく貢献していらっしゃいます。です

が、これらの使われ方は不透明です。 

 一方、ロータリー財団や米山奨学金の寄付は具体的

で岩槻東ロータリークラブとしての思いを届けること

ができます。 

私はロータリー財団・米山奨学委員会の活動を皆様

に理解して頂く事、もっと身近に感じていただき、寄

付が生かされていることを実感して頂けるよう工夫

し、委員会メンバーと協力し精一杯やってゆきたいと

思います。  

 

 
 

◆萩原秀咲 青少年育成･交換･インターアクト･ 

 ライラ副委員長 

タリータ・マリー受け入れの件 

来日/当クラブの希望日 

 8月11日（金） 

岩槻高校への留学期間 

 平成29年9月1日～平成30年7月

（夏休み前）迄 

岩槻高校 国際文化科 ２年８組へ編入  

 （第二外国語はスペイン語を選択） 

・来日後スケジュール 

8月20日 岩槻祭り参加 （岩槻東RC） 

8月23日～24日 来日学生合宿研修参加 （地区） 

8月中 学校説明会 （岩槻高校） 

9月1日 登校開始 （岩槻高校） 

9月3日 来日学生 オリエンテーション① 

（地区） 

9月未定 来日学生 シティーツアー  

 （地区） 

10月1日～ 修学旅行 （岩槻高校）  

派遣学生  稲山君の見送り   現在詳細未定 

1．ホームステイ受け入れの件  別紙参照 

2．カウンセラー  

 受け入れ（タリータ・マリー）  

 送り出し（稲山竜也君） 

 いずれも田中PG 

3．成田空港へお迎えの件 

 丹野会長・山崎幹事・カウンセラー田中PG・ 

 第一HF藤田の４名 

   前期 清水PG補佐同行 

4. 必要経費等 

   ※ホストファミリーへ謝礼の件   

  7月4日 理事会承認済 

   ホストファミリーへ    

  1ヶ月 固定（弁当代含む） ￥55,000- 

   留学生（タリータ・マリー）へ 

  小遣い 1ヶ月   ￥10,000- 

   合 計  ￥65,000- 

①岩槻高校   

 学生服（夏/冬）・ジャージ・靴・カバン等  

 （15万円位） 

②月謝  （無し） 

③教科書教材費  

 2年生(1.5万円）及び3年生（1.5万円）  

 2年間分で3万円 

④修学旅行    （10万円位） 

⑤通学用自転車   （2.5万円程度？） 

⑥健康保険の件  （1年分／10900円） 

⑦携帯電話 買入 及び 通話料 スカイプ利用

について  

⑧ロータリークラブ主催の行事 参加費用負担に

ついて  

    

〈☆H・F謝礼以降①～⑥までの合計／¥1.095.900-〉 

 

5．青少年交換の会計は本会計と別通帳とする。 

6．その他、クラブ負担について 

 

 

 

 

 

 

本日のテーマ クラブフォーラム  

担当理事所信発表  
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丹野 寿明  熊木さん、入会有難うございます。毎

日、鬼のように暑いですね。少しバテ

気味です。 

山崎 和雄  熊木さん、入会おめでとうございます。

これからのＲライフ楽しみましょう。 

菊池 和彦  熊木景さん、ご入会誠におめでとうござ

います。ロータリーを楽しみましょう。 

（同趣旨）  斉藤 公司  小宮  勇 

       遠藤 光治  橋本かほる 

             平野喜代司 

熊木  景  やっぱり故郷の岩槻は居心地が良いで

す。 

阿津澤 清  高校野球、夏の大会が始まりました。

球児も大変ですが、応援も大変です。1

つを目指して頑張るぞー!! 

中里  仁  稲、出穂始めました。例年より１週間

早いです。 

杉田 政男  熊木様、入会お祝い申し上げます。ク

ラブフォーラム宜しくお願いします。 

飛田美佐子  お弁当、毎回美味しく頂いておりま

す。交換学生フランスのタリータ・マ

リーさんを宜しくお願いします。 

宮本 和寿  熊木さん、入会おめでとうございま

す。ゆっくりロータリーを楽しみま

しょう。健康である事が一番の幸せで

す。実感しています。 

関根 隆光  毎日の暑さには、「バテ」ています。 

山形 照之  熊木さん、入会おめでとうございま

す。萩原さん、青少年交換の説明ご苦

労様です。 

清水 常三   奥津 雅史   田中 徹夫 

水戸  恵   橋本  昇        

 

 

 

ニコニコＢＯＸ・出席報告 

 2017～’18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   丹野 寿明 
例 会 場 さいたま市民会館いわつき Tel  048-756-5151 幹    事  山崎 和雄 
クラブ事務局   Tel 048-757-9786  Fax 048-756-5539 会報委員長 清水 常三 

U    R    L http://www.iwatsuki-east-rc.org 
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広報とクラブプロジェクト 

(Public Relations Club Projects) 

いずれのロータリークラブも毎年主要な社会奉仕

活動を一つ提唱することが望まれる。 

成功裏に完了した奉仕プロジェクトは、ロータ

リーに対する一般の人々の認識、理解を普及徹底さ

せるのに非常に効果的な方法の一つと考えられてい

る。したがって、見事に遂行されたプロジェクトに

ついて、これを一般の人々に広く知らせる活動は

ロータリー広報にとって不可欠である。 

ニコニコBOX金額報告  

7/18合計 ２５，０００円 

今年度累計 １１４，０００円 

例会日 総数 出席 欠席 Ｍｕ 出席率 

7/18免除
2名 

29 
(2) 

22 
(2) 5 4 96.29% 

7/4修正 

免除3名 
28 
(2) 

23 
(2) 3 2 96.15% 

出席報告  

去る7月11日、埼玉県庁知事室にて、第４G内各ク

ラブ会長と清水恒信ガバナー補佐とで上田清司知

事を表敬訪問いたしました。下は7月13日、清水勇人

さいたま市長への表敬訪問の風景です。 


