
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

私の年度も今日の例会で丁度半分となり、

折り返し地点に到達します。 

 前回の例会で「児童養護施設いわつき」に

ついてお話ししましたが、皆様に伝え忘れて

しまった事をお話しします。移動動物園の終

了時に、この施設の責任者から託されたお願

いなのですが「児童養護施設のインターン

シップ事業への協力を岩槻東クラブのロータリアンの会社・企業にお願い

出来ませんか？」というお願いです。詳細については皆様にお配りした資

料を見て頂きたいのですが、県の施設である事や様々な事情により「実施

要領」、「覚書」、「誓約書」等の物々しい感じですが、ここに登録して

頂ける方は是非ともお願いしたいのです。菊池会員と私も「サポーター

ズ」という高校生対象の進路カウンセラー的なものに登録しているのです

が、これも同様に先ず書面で自分の身元を明らかにし、そして情報を外に

漏らさない等の誓約の下にお手伝いをしております。 

 施設の子供の中には人との関わりや社会に出ること等を極端に恐れてい

る子もいるそうです。私達に求められているのは親の目、祖父母の目で、

理解を以ってその様な子にその第一歩を踏み出せるよう見守って欲しいと

のことだと思います。職員の方が言うには「会ってみてビックリさせてし

まう様な子やガッカリさせてしまう様な子もいるかと思います」とのこと

でした。長年にわたってこの施設と関わってきた岩槻東クラブの皆さんを

見て、先方も信頼してこのお願いをしております。ご登録の可能な方は是

非ともご協力を頂ければと切にお願い申し上げます。 

 本日は「委員会報告」の中で長期ビジョン・指名委員会の委員長として

重大な発表があります。皆さん楽しみにしていてください。 

 

 
 

1. 地区より「インターアクト委員長会議」

の案内が届いております。 

 ・日時 2018年1月16日(火)15～16時 

 ・場所 ラフレさいたま5階レインボー

ルーム 

2. 第4G清水ガバナー補佐より「第6回会長・

幹事会及び第3回IM実行委員会」の案内が

届きました。 

 ・日時 2018年1月12日(金) 18時より 

 ・場所 会議 JACK大宮5階 第1集会室  懇親会 オノオノ大宮店 

3. 地区より「2017年度 決議審議会結果 採択決議17件」が16頁に亘

り、メールで届きました。必要な方は事務局からメールの転送又は、

コピーにて受け取って下さい。 

4. 米山記念奨学委員会より「ハイライトよねやま213号」がメールにて届
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きました。 

5. 地区より「米山感謝の集い」の案内が届いており

ます。 

 ・日時 2017年12月23日(祭) 13:30点鐘 

 ・場所 ラフレさいたま ３階 桜の間 

6. 「児童養護施設いわつき」よりインターンシップ

事業への協力要請が届いております。 

 

 
 

◆奥津雅史親睦委員長 

来週26日は「カラオケ忘年例会」です。シダックス

府内にて行います。昼間「丹野年度第２回ゴルフコン

ペ」です。続いて「新年例会」は相撲のチケットが全

員取れましたので、ご報告致します。 

 

◆丹野寿明指名委員長 

 過日、「長期ビジョン・指名委員会」にて、2019～

2020年の会長ノミニーに飯淵昭二会員が指名され、そ

の後の全会員へのＦＡＸにてのご承認を頂きましたの

で、此処にご報告させていただきます。 

  

 
 

◆奥津雅史管理運営担当理事 

先ず毎月の結婚・誕生祝

いがありました。今期は恒

例の胡蝶蘭と季節のフルー

ツ盛合せを採択致しまし

た。概ね喜んで頂けたと思

います。そして納涼例会で

は「出流山」にお蕎麦を食べに行きました。第 1回目

のゴルフコンペも開催致しました。更に家族同伴親

睦旅行で東北新幹線・北海道新幹線に乗って函館に

行きました。絶景の夜景や旧函館市公会堂、五稜郭見

物並びに美味しい食事と充実の内容に参加された皆

様には喜んで頂けた事と思います。そして前期の締

め括りは我がクラブ恒例の「カラオケ忘年例会」で

す。昼間には第 2 回目のゴルフコンペも開催致しま

す。会員の皆様の深いご理解とご協力及び大勢の参

加を頂き、楽しく運営させてもらっております。後期

にも沢山の企画が御座いますので委員会メンバーと

共にしっかりと活動して行く所存でおります。 

 

◆阿津澤清会員増強担当理事 

会員増強も年初に飛田美佐子さんが入会、青山さん

の次男の熊木景さんが前期終了間際に入会・増渕明さ

んの入会・関口ひろみさんの承認と高橋勝次郎さんの

カンバック、また４名から

のノミネートがあり、４０

周年に向けて４０名の会員

を目標に増強をしていきた

い。皆様のご協力をよろし

くお願いします。出席率も

絶えず９０％以上の数字で地区でも上位を占めていま

す、今後は例会終了後コーヒータイムなどを設けて時

間のある方は召し上がってください。情報交換や家庭

集会に利用していくようにしたい。 

 

◆清水常三公共イメージ担当理事 

特に、活動と言う活動は

ありませんでしたが、上期

の報告を致します。 

ロータリーの友、ガバナー

月信等に掲載されている情

報を、毎月会員に提供し、

ロータリーの活動状況を、更に理解して頂けるように

報告を致しました。 
 

当地区の運営方針は、「新たな行動・新たな感動」と

示されております。 

クラブには、いろいろな経験を持った会員がおりま

す。クラブに新鮮なアイディアをもたらした、今は亡

き青山いづみ会員が、積極的に取り組み立案されまし

た、移動動物園を「埼玉県立養護施設いわつき」に招

き、大勢の子供たちと動物との触れ合い、新たな行動

を起こし、新たな感動を与えたことによって、施設の

子供達は、大変感動し喜ばれたのではないでしょう

か。地域社会奉仕委員会遠藤光治担当理事を中心に委

員会並びに会員の皆さんの活動により、12月2日(土)

に、地区の補助金を利用し開催致しました。児童養護

施設いわつきの子供達と動物との触れ合いの奉仕活動

が、産経新聞及び埼玉新聞に大々的に取り上げられ掲

載されました。 

これにより、地域社会で岩槻東ロータリークラブのイ

メージを更に高められ、ロータリーの認知度が高まっ

たのではないでしょうか。 
 

※ 新聞の記事掲載に当たりましては、幹事山崎和雄

様と山形照之様に、さいたま市役所本庁舎にあり

ます、記者クラブにお伺いして、本件の活動につ

いて詳細に説明をされ、紙面に掲載されました事

は、我がクラブに取りまして、この上ない広報で

あり、喜びであります。以上、上期の報告と致し

ます。  

 
  

委員会報告  

本日のテーマ 上期報告 各担当理事  
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 ◆遠藤光治奉仕プロジェクト担当理事    

 委員会の上半期の活動につ

いて報告させて頂きます。 

地域社会奉仕・ブライダル

委員会から報告させて頂き

ます。8月20日に行われた

「人形のまち岩槻まつり」

に於いて手をつなぐ育成会とのチャリテーバザーと模

擬店を行いました。しかし、このチャリテーバザーに

ついては、今後の在り方について手をつなぐ育成会に

どのようにしていったらいいかを尋ねているところで

す。12月2日に「埼玉県立児童養護施設いわつき」の

皆さんに「移動動物園」を地区補助金を活用して会員

皆様の協力の元、行いました。この事業に関しまして

は山崎幹事と山形会員の協力の元、産経新聞と埼玉新

聞に掲載されまして当クラブの知名度も高める事が出

来たと思います。 

また、現在進行しておりますのが、今年度のRI会長

メッセージの「一人一本の植樹」について、慈恩寺地

区の皆様に「御成街道に杉並木を再生する」事業につ

いてご理解とご協力をお願いしているところです。 

国際奉仕委員会ですが、藤堂委員長が療養中だった

為、継続事業となっているペットボトルキャプの回収

によるポリオ撲滅への協力をしているところです。 

職業奉仕委員会では、中里会員が慈恩寺小学校に於い

て、子供たちによるバケツを利用して稲を1本、植え

て栽培し1本が増えていく様子を観察していくことで

自然の力を実感し、収穫してご飯の有り難さを感じて

くれたと思います。 

 

◆藤田恵子青少年奉仕担当理事 

今年度第４グループ６クラ

ブで交換留学生の受け入れを

実施しています。 

8/11にフランスよりタリータ

が、8/29に稲山竜也君がフラ

ンスへ留学しました。 

 現在、タリータは11/26より3件目のホストファミリー稲

山君宅で過ごしています。 

日本の習慣にも大分慣れて日本語も随分上達しました。 

12/17に第3回目の青少年交換のオリエンテーションに

参加してきました。 

来日学生が3分程度のスピーチを披露したのですが、

今回のテーマは『日本の良いところ、悪いところ』で

した。来日学生の目から見た日本は・・・ 

 良いところは、日本人は親切・丁寧・熱心・努力

家・真面目・礼儀正しい・衛生的・秩序やルールを守

る、日本は犯罪が少ない・安全・コンビニや自販機が

とても便利・公共交通機関が時間通りで簡単にアクセ

ス出来る・料理が美味しいヘルシー・太っている人が

いない・歴史や芸術が素晴らしい・ＴＶが面白い・神

社や寺がどこにでも有り信心深い、皆で綺麗にしてい

る・お風呂が良い。又、中でも、外見が大変個性的な

ある生徒の「良い習慣は、法律ではなく教育」という

フレーズがとても心に残りました。ありのままを出し

てしっかりと自分の意見を述べる高校生たちはとても

格好良かったです。 

 留学生から見た日本・日本人についてとても素直な、

そして中々鋭い感想が聞けた貴重な時間でした。稲山

君については時々近況と写真を送ってきてくれますの

で、会報でご紹介していきたいと思います。それから皆

さんにお願いです。ホストファミリーに遠慮があるの

でしょうが、もっとお気軽に普段の食事に誘うなどお

声がけください。これは、ホストファミリー、特に奥様

の負担を減らす目的もございます。そして何よりもホ

ストファミリー以外の会員の皆様にも留学生との交流

を深めて頂きたいのです。どうぞ、ご協力の程お願いい

たします。 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。 

 

◆橋本かほるＲ財団・米山担当理事 

 11月には財団奨学学友フェ

ロー学友委員長水野正男様に

卓話をいただきました。今年

は3名の財団奨学生が決まり3

名とも男性で現役の医師との

報告がありました。皆さんが

海外で研究を深め医療に貢献する志をお持ちです。献金

がこの様に使われている事をご報告いただきました。 

 また今年7月に開催されたロータリー財団セミナー

に参加させて頂き、他ＲＣの活動をお聞きしました。

杉戸ＲＣは杉戸音楽祭を主催し地元貢献をしつつ、Ｒ

Ｃの存在をアピールする活動の報告がありました。浦

和中ＲＣは他の国内のＲＣとタイの地元チェンライＲ

Ｃと協力し10年に渡り合計300台もの浄水器設置寄贈

事業を行っているそうです。そして我がＲＣで先日行

われた「児童養護施設いわつき」の活動も素晴らし

かった。これは3年前の地区年次寄付の半分が生かさ

れた事になります。(故)青山さんが準備した移動動物

園ネバーランドの来園は思った以上のものでした。コ

ンセプトは動物と触れ合う事で、命の尊さを子供達に

感じてもらう事でした。子供達はモルモットを膝に乗

せ、1時間も2時間もじっとして、その温かさをかみし

めていました。また、ポニーに幾度も乗って、始めて

の感触を楽しんでいました。私も2歳位の女の子を抱っ
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こしたのですが、ずっしりとした重さに命の尊さを感

じました。子供達の為の移動動物園でしたが、私達自

身の為の活動でもある事では、と思う体験でした。 

 財団・米山では東松山のスリーデーマーチに阿津澤

会員と参加し、ジョルダン君、タリータ、他大勢の交

換留学生と歩いて来ました。留学生は30名以上いて世

界の若者の少しでも助けになっていると思うとＲＣを

誇らしく思いました。 

 

◆山崎和雄幹事 

 幹事と云う立場で、上半期やって来ました。初めに

遠藤さんの会長年度に幹事を引き受けましたが、その

時は書類や何やらで、とても大変でした。今は書類も

会報も事務局の西村さんがやってくれているので、大

分助かります。さて、今年度の組織の件ですが、副会

長が２名おりますが、何もやる事がないので、親睦委

員長の仕事が大変なので、少しこれを副会長に分けて

やったらどうかと思います。次年度から出来れば参考

にしてみたら如何でしょうか。 

 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 
 

◆飯淵昭二会長ノミニー挨拶 

 ご承知の様に今年１月からクラブにお世話になった

ばかりです。ロータリーの事は何も判りませんが、私

より先に入っている奥津さんと会員皆様のご指導・ご

協力によりやっていきたいと思います。 

 

◆奥津雅史幹事ノミニー挨拶 

 飯淵さんからは、私の方が先輩だと言って頂いてお

りますが、人生経験に於いても飯淵さんの方が遥かに

豊富な為、いろいろと勉強させていただきたいと思い

ます。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

丹野 寿明  皆様、「児童養護施設いわつき」のイ

ンターンシップ事業にご協力をお願い

します。飯淵昭二会長ノミニー、奥津

雅史幹事ノミニー、宜しくお願いしま

す。うちのクラブは盛り上がります。 

清水 常三  上期、例会場での例会は最後ですね、

今度会う日を楽しみにしています。 

阿津澤 清  師走の最後の例会です。楽しくやりま

しょう。 

遠藤 光治  丹野年度、半分終わりますね。 

菊池 和彦  担当理事の皆様、ご苦労様です。丹野

年度の下期も宜しくお願いします。 

宮本 和寿  会長・幹事・役員・理事の皆様、上半

期ご苦労様でした。下期も宜しくお願

い致します。 

杉田 政男  通常例会の最終です。役員の皆様有難

うございました。 

増渕  明  12/26忘年例会、初参加ですが、楽しみ

にしております。 

小宮  勇  昨日は、とても寒かったですね。これ

が12月の気候かもしれません。 

中里  仁  植木の手入れ、毎日忙しく働いていま

す。 

橋本かほる  早いですね、来週29日で仕事納めです。 

飛田美佐子  慌ただしい毎日ですが、頑張ります！ 

山崎 和雄   田中 徹夫   水戸  恵 

藤田 恵子   山形 照之   斉藤 公司 

関根 隆光   奥津 雅史   飯淵 昭二  

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 

 IWATSUKI-EAST ROTARY CLUB WEEKLY REPORT 

ニコニコBOX金額報告  

12/19合計 ２４，０００円 

今年度累計 ５２４，０００円 

例会日 総数 出席 欠席 Ｍｕ 出席率 

本日  
免除3名 

30 
(3) 

21 
(3) 6 4 92.59% 

12/2修正 

免除3名 
30 
(3) 

30 
(3) 0 0 100.0% 

出席報告  


