
 

  

 
 

 皆様こんにちは。 201８～

2019(中川)年度地区補助金事

業として埼玉県社会福祉事業

団養護施設いわつきの子供達

と先生、それに私達ロータ

リークラブ会員、総勢70名程

のメンバーで、バス2台にて、

鉄道博物館の見学に行きました。9月9日（日曜日）施設

を午前９時30分出発し昼食を「ランチトレイン3号車・4

号車」にて食べ、12時10分から10分間、鉄道ジオラマを

見学致しました。午後２時30分に鉄道博物館を後にして、無事養護施設に帰ることが出来ました。帰りのバスの

中で子供達より楽しかったと言葉を頂き、今回の事業を実行して良かったと改めて快い気持ちにさせて頂まし

た。好天に恵まれ、良い一日を過ごすことが出来,鉄道の乗り物の楽しさを大いに味わっていただけたと思いま

す。企画実行していただきました奉仕プロジックト担当理事遠藤光治様そして会員の皆様方大変ご苦労さまでし

た。又、弁当の手配・準備をしていただいた山形会員有難うございます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第10・11例会 2018年10月2日発行 

小宮年度(2018～2019) 

岩槻東ロータリークラブ週報 

 

国際ロータリー第2770地区  
第4グループ 
国際ロータリー第2770地区  
第4グループ 
国際ロータリー第2770地区  
第4グループ 

第10例会 9月9日(日)1816号 
会 場 鉄道博物館 
テーマ 「地区補助金事業」 

 「養護施設いわつき」園児と
鉄道博物館見学  

担 当 地域社会奉仕委員会 

インスピレーションになろう 

 

インスピレーションになろう 

 

インスピレーションになろう 

 

会長挨拶 小宮 勇会長 

9月9日(日)、地区補助金事業にて「県立養護施設いわつき」の子供達と先

生、ロータリアンとで、およそ70名程のメンバーにより、鉄道博物館の見学に参

りました。この施設は2017年4月から順次全館のリニューアルを進め、7月5日

(木)に新館がオープンし更に新しく広く展示室も素晴らしくなりました。写真はト

レーンストックで、時代が生んだ車両達の記憶をたどり、当時の姿を肌で感じ

ることが出来る展示室です。転車台の上の車両は、ガイドの説明の下にあた

かも実際に動き出しそうな雰囲気を醸し出しており、見学者の心を捉えてやみ

ません。 

 

■ 橋本  昇 会員 お誕生祝い 

■ 飛田美佐子 会員   〃 

■ 山形 照之 会員 ご結婚記念 

■ 宮本 和寿 会員   〃 

■ 藤堂  昇 会員   〃 

 

１０月お誕生日･ご結婚記念の 

皆様おめでとうございます！ 
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 IWATSUKI-EAST ROTARY CLUB WEEKLY REPORT 

休憩の時間に、カフェレストランにて、くつろぐ会員達の風

景。今日一日ばかりは、仕事を離れて子供達と一緒にジ

オラマを楽しみました。 

補助金事業は天候にも恵まれ、無事に終了出来ました。 

遠藤光治社会奉仕委員長はじめ会員皆様、お疲れ様でした。 

写真は、鉄道ジオラマに見入

る子供達。ジオラマは幅約

23m奥行き10ｍの日本最大

級の鉄道ジオラマです。 

解説者があたかも本物そのも

のの様に、約10分間、丁寧に

説明して下さいました。 

(お子様の顔写真は後ろから

撮 影 と さ せて いた だ きまし

た。) 
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■ 西山 育昌様 国際奉仕部門委員長(川口モーニングRC) 

■ 長谷川光司様 国際奉仕委員長(春日部イブニングRC) 

■ 稲山 竜也君 青少年交換派遣学生 

 

 

皆様こんにちは。今月9日［日曜日］2018～2019

(中川)年度地区補助金による児童養護施設いわつき

の子供達を、鉄道博物館見学へ多くの会員のご協力

により無事終了出来ました事、誠に有難うございま

す。又遠藤光治地域社会奉仕担当理事大変ご苦労さ

までした。帰りのバスの中で、子供達から楽しかっ

た…とのお礼の言葉を頂き、今回企画実行して逆に心地良い気持ちをいただ

きました。ありがとうございます。 

さて、9月に入る早々台風21号はとんでもない強風で電柱がなぎ倒され、小

型自動車は横転してしまい本当に身震いするほどの映像が流されていまし

た。特に高潮による被害は大阪で329㎝、関西空港は滑走路が冠水,連絡橋に

タンカ―が衝突,関西空港の機能を破壊してしまい多くの利用客が孤立してし

まいました。又6日午前3時8分頃北海道胆振(いぶり)地方を震源とする地震が

発生し、厚真（あつま）町で震度7道内各地に強い揺れに襲われました。山崩

れや液晶化現象が発生,道路に亀裂が入るなどの被害が出ました。又北海道の

電力のほぼすべてが止まる（ブラックアウト）が起きてしまい、約295万戸が

一時停電しました。回復には大分時間が掛かるようであります。2年前は熊本

地震がおきてしまい現在未だ復興中です。これ程までに自然災害が繰り替え

されている状態であります。 

今日は青少年交換学生が6月に派遣先フランスより帰国されました稲山竜也

君（岩槻高校生）の帰国報告です。楽しい報告が聞けるのではないでしょう

か。稲山君宜しくお願いいたします。 

  

 
 

◆西山育昌様 国際奉仕部門委員長 

(川口モーニングRC) 

 西山でございます。私共のクラブはモーニングク

ラブでして、地区内で唯一の朝のクラブです。突然

のメーキャップですが、宜しくお願い致します。  
 

◆長谷川光司様 国際奉仕委員長 

(春日部イブニングRC) 

 先程の西山さんとは別に春日部イブニングのクラ

ブの長谷川です。田中PGには、長年フィリピンの国

際奉仕事業へ貢献されており、今日まで継続してお

ります。この度のフィリピン視察旅行にも田中PGに

団長として行って頂きたくお願いに参りました。ご了承をお願い致します。  

お客様紹介 

お客様ご挨拶  

会長挨拶 小宮 勇会長 

小宮年度(2018～2019) 

岩槻東ロータリークラブ週報 

 
   

国際ロータリー第2770地区  
第4グループ 
国際ロータリー第2770地区  
第4グループ 
国際ロータリー第2770地区  
第4グループ 

第11例会 9月18日(火)1817号 
会 場 市民会館いわつき 301 
集 合 12:30 

テーマ 稲山竜也君帰国報告 
 中川ガバナーのビデオ挨拶 
担 当 青少年奉仕委員会 

インスピレーションになろう 

 

インスピレーションになろう 

 

インスピレーションになろう 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会   場 市民会館いわつき 301 
点   鐘 12:30 
担   当  
 

斉   唱 君が代･奉仕の理想 

ご来客紹介 小宮 勇会長 

結婚誕生祝 親睦活動委員会 

会 長 挨 拶 小宮 勇会長 

お客様挨拶 小宮 勇会長 

幹 事 報 告 宮本和寿幹事 

委員会報告 

スマイル報告 例会委員会 

例会テーマ クラブフォーラム 

出 席 報 告 出席奨励委員会 

次回例会案内 丹野寿明例会委員長 

本日の例会 
第1818例会 10月2日(火) 

次回例会案内 
第1819例会 10月16日(火) 

会   場 市民会館いわつき 301 

例会テーマ 公式訪問について 

担   当 会長・幹事 

 10 月9日(火)は、 

規定により休会です。 
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1. 地区より、「地区大会の案内」が届きました。レター

ケースに入れてあります。 

2. 地区より、奥津雅史会員の

「RLI修了書」が届いてお

ります。 

3. 米山記念奨学会より「ハイ

ライトよねやま222号」が

届いております。 

4. 春日部南ロータリークラブより、「ポリオ・春日部・

タイの子供たちの為に…」 

 2770ライダースミーティングのポスターが届きまし

た。 

 ・日時 10月21日(日) 12:00-18:00  

 ・場所 庄和総合公園  

5. 地区より次年度関係 

 ➀地区役員の推薦の依頼が届きました。 

 ②会長エレクト研修セミナー用の冊子が届きました。 

 ③次年度主要地区行事予定(案)が届きました。 

6. ロータリーの友より「広報用の冊子」の注文が届きま

した。 

7. 久伊豆神社より秋の例大祭の案内が届きました。 

 日時 10月19日(金)AM10:00 

 

 
 

◆中里 仁青少年奉仕委員長 

地区より「RYLA研修セミナー」の案内が届いております。 

日にち 2019年4月13日(土)～4月15日(月) 

場 所 鹿児島県 屋久島 

登録料 研修生 1名60,000円(半額クラブ負担) ロータ

リアン 1名 85,000円 

他に4回の研修会があります。 申込みは12月末事務局へ 
 

◆遠藤光治地域社会奉仕委員長 

○ 9月21日(金)6時30分 居酒屋「なべ家」奉仕プロジェ

クト合同委員会開催 

○ 「職業奉仕セミナー」10月4日(木)PM5:00 パレスホテル

大宮 登録料1名7,000円 
 

◆橋本かほる財団・米山担当理事 

○「ポリオ撲滅カウントダウンコンサート」 11月29日(木)

5:00 彩の国さいたま芸術劇場 

 チケット 1枚3,000円 9月末日申込み事務局へ 

○ 今月の財団のレートは1ドル112円です。 

 250ドルで28,000円です。米山は25,000円です。 
 

◆阿津澤清会員増強委員長 

今週の土曜日1000日会員の集いがあります。 

飛田美佐子、萩原満久、増渕 明、飯淵昭二、藤田恵子

会員の5名の方、宜しくお願い致します。 
 

◆山形照之公共イメージ担当理事 

7月21日の公共イメージのセミナーの冊子が届いており

ます。その中で会員増強について、候補者が出たら夜間

例会を開いて皆でロータリーについての話会いを行い、

親しく誘う事も良い方法であると掲載されています。 
 

◆中川ガバナーの挨拶YouTubeより 

 今年度の中川

高志ガバナーは

月初に全会員宛

てのメッセージ

を送ってこられ

ます。 

 

 
 

◆萩原秀咲青少年育成委員長 

丹野寿明年度で青少年交換事業を行いましたが、タ

リータがフランスから来日し、代わりに稲山君をフラン

スへ派遣致しました。第4グループの各クラブへ帰国報告

をして回りました。大変好評でした。  

 

 
 

「フランスから帰国して」 

青少年派遣学生 稲山竜也君 

Bonjour. 

 je m’appelle Tatsuya. 

 J’etais en France pendant 

10 mois pour le tuder glace 

a vous. 

Et j’ai apris les cultures 

de monde et le Francais. 

C’etait tres bien passe. 

Bah Merci a vous. 
 

こんにちは。 

岩槻東ロータリークラブ様スポンサーの昨年度フランス

に派遣させていただきました。岩槻高等学校国際文化科3

年の稲山竜也です。 

さて、約2年前から準備をしてきた留学も終わり、早3か

月がたちました。この3か月の間に思うことがたくさんあ

りました。楽しかったこと、悔しかったこと、辛かった

こと、嬉しかったこと、いまでも鮮明に思い出せます。

しかし、フランスで生活していたことが夢のようでしか

たがありません。今は、日本の生活に戻り本格的に日本

人に戻ってしまっているように感じます。ですが生活の

中でフランスに関するものを見つけた時には、テンショ

ンが上がったり、フランスにいたことを実感することが

幹事報告 宮本和寿幹事 

委員会報告 本日のテーマ 稲山竜也君帰国報告  
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できます。 

そして、留学に行ったことで自分の中身が変わったとい

うことも実感できました。人生の価値観だったり、時間

の大切さに関して考えることが増えたり、10か月間日本

にいるのとではかけ離れた量のことを学び、経験するこ

とができました。成人前、社会に出る前にこのことに気

づけたのはとても大きいと思います。そうしたことを感

じた中で、僕は、将来カメラマンになりたいと思ってい

ます。帰国報告会のなかでも話しましたが、今という一

瞬は1度しかありません。たとえ僕があと60年生きる事が

できたとしても1度も起こりうることのない一瞬なので

す。もし仮に同じような状況を作れたとしても、その時

の皆の感情、天気などの違いが出てきてしまいます。そ

のため、今という一瞬を残すことができそれを何年か先

に見たときに懐かしむことができる写真を撮るカメラマ

ンになりたいと思います。 

この留学がなかったら、僕は大きな成長をすることもできず

に、ただ人生を浪費する生活を送っていたと思います。 

ですが、いろいろな人の支えがあってフランスで大きな

成長を遂げることができました。他の留学生に比べても

あまり派手ではなかったと感じる留学生活でしたが、僕

の中では、一生の思い出に残るかけがいのない素晴らし

い時間を過ごすことができたと思います。 

また、結びにあたって、この大変貴重な機会を与え、そ

していろいろな経験をさせて下さった岩槻東ロータリーク

ラブの皆さまに多大な感謝を申し上げたいと思います。 

 

 

 
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 

＜お知らせ＞ 

※今号に関しては、紙面の関係上、幹事、委員長な

どの顔写真は割愛させていただきました。 

 
 

西山 育昌様(川口モーニングRC) 

 本日は、お世話になります。 

長谷川光司様(春日部イブニングRC) 

 日頃より国際奉仕にご理解とご協力を頂

き、有難うございます。本日は宜しくお

願いします。 

小宮  勇  稲刈りもだいぶ進んでいるようです。稲

山君、今日の卓話宜しくお願いします。 

宮本 和寿  体調が悪く皆様にご迷惑掛けておりま

す。もう少しですので頑張ります。 

菊池 和彦  やっと秋の気配を感ずる様になりまし

た。稲山君は大きく育って帰ってきまし

たね。 

阿津澤 清  被災地の方々、大変です。日本全国で苦

難の連続ですね。 

遠藤 光治  前例会では、補助金事業へのご協力あり

がとうございました。又、さんまの美味

しい季節になりましたね。 

斎藤 公司  稲山君、お帰りなさい。大きく成長され

てうれしいです。 

山形 照之  稲山君、卓話楽しみにしています。 

 ( 同趣旨 )  丹野 寿明    清水 常三 

       関根 隆光    杉田 政男 

       橋本かほる    萩原 秀咲 

       増渕  明    加藤 和正 

加藤 哲男  彼岸花が咲き始めました。秋ですね!! 

中里  仁  ようやく秋の気配ですネ。 

飛田美佐子  朝晩涼しくなりました。良い季節です

ね。  

萩原 満久   田中 徹夫   奥津 雅史 

水戸  恵    

 IWATSUKI-EAST ROTARY CLUB WEEKLY REPORT 

ニコニコＢＯＸ・出席報告 

例会日 総数 出席 欠席 Ｍｕ 出席率 

9/18免除 
2名 

30 
(2) 

22 
(2) 6 4 92.85% 

9/4修正 

免除3名 
30 
(2) 

24 
(2) 4 3 96.42% 

出席報告  

ニコニコBOX金額報告  

9/18合計 ３１，０００円 

今年度累計 ３２３，０００円 

 2018～’19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   小宮  勇 
例 会 場 さいたま市民会館いわつき Tel  048-756-5151 幹    事  宮本 和寿 
クラブ事務局   Tel 048-757-9786  Fax 048-756-5539 会報委員長 山形 照之 

U    R    L http://www.iwatsuki-east-rc.org 


