
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

■ ホストファミリー 稲山真弓様 

  

 

本日は久し振りに藤堂会員が出席してくだ

さいました。大変なご経験をされてお察し致

します。後程ご本人から皆様へお礼の挨拶が

あるとのことですので詳細は差し控えます

が、例会場でお会いできて本当に嬉しく思い

ます。 

 先週の「児童養護施設いわつき」での移動

動物園に多くの会員に出席を賜りましてありがとうございました。皆様の

お陰で、無事成功裏に終わらせる事ができました。私が代表として伝えさ

せて頂きますが、増渕会員をその場に居た多くの会員が褒めていました。

何気なくお願いしたエアー遊具の順番待ち管理を最初から休みも取らず最

後まで責任を持って見て下さったのです。お陰で子供達の争いを未然に防

いでくれたと思います。有難うございました。青山いづみ会員の遺業を他

の皆様も一生懸命に取り組んで頂き成功に導いてくださいました。本当に

ありがとうございました。 

 「児童養護施設いわつき」について少しお話しします。青山会員と菊池

会員は当クラブの活動以外に個人的にも「サポーターズ」として登録さ

れ、主に高校生を対象とした進学・就職に関するカウンセリングを行って

います。私も青山さんから誘いを受け今年度からこの支援活動に参加して

います。一見普通の子供に見えますがほとんどの子供はネグレクト(育児

放棄)、過激な暴力、精神的暴力等を経験し、心に傷を負い心療内科に通

院している子も多いとのことです。児童養護施設に国や地方自治体から与

えられる予算は減らされる一方で、片や知的障害者や身体障害者は親が

しっかりしていて親同士のスクラムもガッチリと結束されているので、予

算も必要に応じて伸びているとの事です。親から離され国等からの手当て

も不十分では子供達があまりにも可愛そうで、切なく思います。この子達

に何の罪もありません。一年にたった一日でも楽しく過ごしてもらえたら

との思いで、私達ロータリアンがこの活動を続けて行く意味は大きいと思

います。 

 

 
 

1. 地区より杉田政男会員85才以上の長寿会員表彰状が届いております。 

2. 地区経由にて「トロント国際大会」の案内が東日観光(株)より届いて

おります。 

 ・日付 2018年6月23日(土)～6月27日(水)    

 詳細は事務局まで 

会長挨拶 丹野寿明会長 

本日の例会 
第1785例会 12月19日(火) 

幹事報告 宮本和寿副幹事 

第19例会 2017年12月19日発行 

会   場 市民会館いわつき 301 
点   鐘 12:30 
例会テーマ 上期理事報告 

担   当 会長・幹事 

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 丹野 寿明会長  

会 長 挨 拶 丹野 寿明会長  

幹 事 報 告 山崎 和雄幹事 

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 

お客様紹介 

会   場 シダックス岩槻府内 

例会テーマ 家族同伴忘年例会 

担   当 親睦活動委員会 

次回例会案内 
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 3. 地区より、「ガバナーナイト」の案内

が届いております。 

 ・日付 2018年6月23日(土) PM18:00～  

 ・場所 シェラトン・センター・トロ

ント 詳細は事務局まで 

4. 地区より「韓国インターアクト訪日

団」受入れのお願いが届いております。 

5. 各種団体より案内及びパンフレットが届いております。 

 ➀ さいたま観光国際協会より会員名簿 

 ② NPO法人 かものはしプロジェクトより卓話依頼 

 ③ フィリピン育英会バギオ基金より事業報告書と基金のお願い 

 ④ TOMA企業創りコンサルタンツ(株)より「本」と卓話依頼書 

6. ガバナー月信12月号、ロータリーの友、週報がレターケースに

入れてあります。 

7. 今朝の産経新聞に「埼玉県立養護施設いわつき」の補助金事業の

記事が掲載されております。山崎幹事のお骨折りによります。 
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今朝12月12日産経新聞 掲載記事です。 

◆タリータ・マリナ青少年交換受入学生挨拶 

 皆さんこんにちは。今日は

11 月の出来事についてお話

致します。11/3 日に東松山に

行きスリーデーマーチに参

加しました。埼玉県の東部地

区と西武地区からの人達が

一緒に 13 キロほど歩きました。楽しかったです。ラン

チを一緒に食べて一杯話をしました。次に学校の生徒

とジャズコンサートに行きました。同じ日に初めて学

校のテストを受けました。12 日に地区の会があり、外国

の人が相撲をするところを初めて見ました。仲間も何

人かが彼と戦いました。面白かったです。東京に２回行

き、お台場に行き、日本で最高の１日を過ごしました。

２３日にはマラソンがあり、８キロ走り止まらなかっ

た事は、初めてでした。誇りに思いました。26 日に新し

いホストファミリーに行きました。家族は優しくて楽

しいです。私は嬉しいです。最後に先月、学校から富士

山を見る事が出来る事を発見しました。ありがとうご

ざいました。 

  

◆第３ホストファミリーお母さん稲山真弓様挨拶 

 こんにちは。稲山竜也の母

です。竜也がフランスへ行っ

ており、今はタリータを含め

て女４人で楽しくワイワイ

やっております。竜也も向こ

うでとても良くして頂いて

いる様で.日本に帰りたく無い…などと云うのではな

いかと思います。私も普段は仕事をしておりますので、

中々時間が取れなくてクラブにも出席出来ませんが、

なるべく出るようにしたいと思います。宜しくお願い

杉田政男会員に地区より

長寿会員表彰が届きまし

た.おめでとうございます。

これからもお元気で‥。 
田中徹夫パスト、稲山様にホストファミリー謝

礼が、タリータにお小遣いが渡されました。                                
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 致します。 

 

◆藤堂 昇会員挨拶 

 先日は、私の母の葬儀に出

席頂きまして、有難うござい

ました。私自身の体の事につ

いて、少し時間を頂いてお話

させて頂きたいと思います。

８月に膀胱の癌が見つかり、

結果的に 10 月に膀胱を全摘出する手術を受けました。

母も８月から入院していましたので、私の方が回復す

るまでもってくれる事を願っておりましたが、10 月初

めに亡くなり、私が出られない状態で火葬にするに至

りました。現在は私自身の体は障碍者で膀胱に袋を付

けている状態なので、今までの様に皆様と共にお付き

合いは余り出来ないと思いますが、出来る範囲で奉仕

のお付き合いをしていきたいと考えておりますので、

今後共宜しくお願い致します。 

 

 
 

◆清水常三公共イメージ委員会担当理事 

 「ロータリーの友」の記事

について」報告いたします。 

日本のロータリークラブ数

と会員数について、12月号

のロータリーの友、横書き

の40ページに、日本の地区

別会員数前年9月末より、本年9月末現在の一覧表が掲

載されております。 

34地区全体を見ますと、241名増えて居ます。しかし

ながら当地区の会員数が、本年9月末現在若干会員数

が減っております。 

我がクラブでは、増強担当理事の阿津澤清様は、目標

3名をクリヤー出来るようにと言う事で活動しており

ます。目標はクリヤー出来るものと思いますが、皆さ

ん更に増強に頑張りましょう。 

「10月ガバナー月信」 

出席率90%以上のクラブが12クラブあります。その中

で我がクラブは12位です。 

出席率向上に努めましょう。 

新会員の増渕明様が17Pに掲載されております。 

米山奨学会寄付者の丹野会長、山崎幹事、阿津澤増強

委員長が記載されております。 

横書きの28ページに、地区の補助金事業で、大宮RC

が、子供たちとそば打ちを通じての交流の記事が掲載

されております。同じく27ページに、女性会員だけと

いう、埼玉ゆずRCの「親子キャンプへの奉仕活動」の

記事が掲載されておりますので、目を通して下さい。 

最後に去る12月2日(土)「埼玉県立児童養護施設い

わつき」で行った、移動動物園の記事が産経新聞に、

今朝(12月12日)朝刊に掲載されました。 

 

◆遠藤光治社会奉仕委員長 

 先程、お話にもありまし

たが、今朝の産経新聞に掲

載されましたが、山崎幹事

と山形さんと私とで、新聞

社に届けて参りました。新

聞社に行って話をしたの

 IWATSUKI-EAST ROTARY CLUB WEEKLY REPORT 

委員会報告  

 
 

■ 清水 常三 会員 お誕生祝い 

■ 山形 照之 会員   〃 

■ 菊池 和彦 会員   〃 

 

 

■ 清水 常三 会員 ご結婚記念 

■ 藤田 恵子 会員   〃 
 

 

ご結婚記念・お誕生祝い  

今月、誕生月・結婚月の皆様、お目出とうございます。これからもお元気で‥‥。 
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が、夕方６時頃でしたが、早くも今朝の新聞に掲載さ

れている…と云う事はさすが、新聞は対応が早いです

ね。今後も埼玉新聞などにも掲載されると思います。

いずれにしても皆様の協力のお陰です。有難うござい

ました。 

 

◆阿津澤清会員増強委員長 

 匠建設の社長の関口裕美

さんの入会が承認されまし

た。来年１月からの入会予

定です。又、高橋勝次郎さ

んに関しては、３～４月頃

の温かくなった時期に再入

会を希望されています。いずれも理事会、会員の承認

を得ています。忘年例会に入会候補者がおりました

ら、出席して頂いて下さい。 

「この後、年次総会が開催されました。」 

 

 

 

丹野 寿明  先週の「児童養護施設いわつき」での

移動動物園、皆様のご協力により大成

功でした。山崎幹事のお陰で12月12日

の産経新聞に記事が載りました。皆様

に心から感謝申し上げます。有難うご

ざいました。 

杉田 政男  地区より、89才表彰頂きました。有難

うございます。風邪が流行っておりま

す。お気を付け下さい。 

藤堂  昇  先日は、母の葬儀にご弔問頂き有難う

ございました。 

菊池 和彦  児童養護施設で行った移動動物園の社会

奉仕は子供達に大変喜んでもらいまし

た。(故)青山会員の想いが届いた様で

す。そして誕生祝い有難うございます。 

小宮  勇  「養護施設いわつき」での移動動物

園、良かったですね。12月も半ばに

なって来ました。寒くなりました。体

調に気を付けたいですね。 

清水 常三  結婚・誕生祝い有難うございました。 

宮本 和寿  今年もあと少しです。忘年会等忙しいと

思いますが、体調に注意しましょう。 

橋本かほる  藤堂さん、お元気そうで何よりです。 

阿津澤 清  忘年会が続きます。具合が悪くならな

いように。 

藤田 恵子  久し振りの例会場です。今年もあと僅

か1年が早いですね。 

増渕  明  先日の移動動物園例会では、貴重な体

験をさせて頂きました。 

飯淵 昭二  水温17℃に下がりました。冷たかった

です。 

遠藤 光治  宜しくお願いします。 

清水 裕次  今年は少し寒い冬ですネ。 

飛田美佐子  タリータ、日本の生活に慣れましたか?   

山形 照之   橋本  昇   水戸  恵 

関根 隆光   田中 徹夫   加藤 和正 

斉藤 公司   奥津 雅史 

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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ニコニコBOX金額報告  

12/12合計 ４６，０００円 

今年度累計 ５００，０００円 

例会日 総数 出席 欠席 Ｍｕ 出席率 

本日  
免除3名 

30 
(3) 

23 
(3) 4 3 96.29% 

11/23修正 

免除3名 
30 
(3) 

21 
(3) 6 4 92.59% 

出席報告  

写真上は401号室の例

会風景です。 

下は出席報告の斎藤

公司会員とスマイル報

告の小宮勇会員、いつ

もご苦労様です。 


