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小宮

区長 宮寺昭彦様

勇会長

皆様こんにちは。大分暖かくなってき
ました。桜のつぼみも少しずつ膨らみが
見える様になってきました。今日は岩槻
区長

宮寺 昭彦様、大変お忙しい中、よ

うこそお越し下さいましてありがとうご
ざいます。後ほど、宜しくお願いいたし
ます。又、先週は3クラブ合同例会（岩槻

例会委員会
クラブフォーラム①
出席奨励委員会
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４月お誕生日･ご結婚記念の
皆様おめでとうございます！
■ 水戸
恵会員
■ 末次 哲郎会員
■ 萩原 秀咲会員
■小宮
勇会員
■ 橋本かほる会員

お誕生祝い
ご結婚記念
〃
〃
〃

ＲＣ，蓮田ＲＣ，岩槻東ＲＣ）に参加して頂きまして、大変ご苦労さまで
した。
元ロータリー財団奨学生、平澤 仁さんのバイオリン演奏、とても心に
響きました。もう少し聞きたい気持ちになりました。
さて、今日は岩槻区長様が来て下さる為に、何かないかと思案していま
したが、「市報さいたま岩槻区版の２月号」に瓦鍾馗知っていますか❔
と、写真付きの表紙になっておりまして、本町市宿通り６か所に鍾馗様の
写真が載っており、大変興味が沸いてきました。私自身まったく知りませ
んでしたので、早速く望遠鏡をもって見てきました。その鍾馗は主に中国
の民間伝承に伝わる道教系の神とされております。鍾馗の縁起については
諸説あるようです。中国で、疫病神を追い払い魔を除くと信じられた神、
日本では江戸時代末（19世紀）頃、その像を5月5日の端午の節句の「のぼ
り」に描いたり、五月人形を作ったり、魔よけの人形にしたようです。近
畿地方では魔よけとして鍾馗像を屋根に置く風習がみられるようになった
様です。京都市内の民家［京町家］など近畿、中部地方では、現在も大屋
根や小屋根の軒先に10～20㎝大の瓦製の鍾馗の人形が置いてあるようで
す。平成25年（2013年）12月、京都市東山区にある若宮八幡宮社の境内に
日本初となる鍾馗を祭った鍾馗神社が創設されたようです。是非本町通り
鍾馗さんを見ていただきたいと思います。
さて、いよいよ選抜高校野球大会が始まります。第１日［23日］の第２試
合埼玉県代表春日部共栄高校対高松商業（香川〉対戦が組まれておりま
す。若者たちのハツラツとしたプレイを楽しみたいと思います。それでは
今日は宮寺区長さんの卓話でありますのでこの辺で終わりにいたします。

幹事報告

宮本和寿幹事

1. ロータリー日本財団より、田中徹夫会員に財団弗送金寄付の領収書が
届きました。
因みに弗送金の場合は日本の確定申告用の領収書は出ませんが、寄付
の実績には加算されますので、皆様も残っていて使わなくなっている
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委員会報告

弗紙幣は寄付として使え
ますので、事務局に申し

◆奥津雅史幹事エレクト

出て下さい。

〇今晩6:30より飯淵年度、第1回理事会が飯淵昭二会長

2. さいたま市サッカーのま

エレクト宅にて行われます。

ちづくり推進協議会よ

〇4月12日(金)に、「次年度

り、菊池和彦ガバナー補

地 区 研 修 協議 会」が、大宮

佐に案内が届きました。

ソニックシティに於いて開

3. 岩槻商業高等学校より、平成31年度入学式の案内が

催されます。

小宮会長に届きました。
・日時

平成31年4月8日(月)

関係者には、後ほどご連

午後2時

絡させていただきます。

・体育館にて
4. 大宮西RCより山形照之IM実行委員長に「会報」が届

◆橋本かほる財団・米山担当理事

きました。
5. 大宮北RCより菊池和彦ガバナー補佐と山形照之実行

財団のロータリーレート

委員長掲載の「会報」が届きました。回覧します。

は4月も1ドル110円です。今

6. 地区より「ＲＬＩ卒後研修」の案内が届きました。

日は、皆様に弗紙幣の財団

・日時

平成31年5月17日(金)

への寄付について、お話し

午前9時30分開会

たいと思います。ご自宅に

・大宮ソニックシティにて

海外旅行の残りの弗紙幣を

7. 今晩6時30分より飯淵年度の第1回理事会顔合わせ会

お持ちの方がいらっしゃると思いますが、10弗紙幣以

が飯淵昭二会長の会社にて行われます。

上の紙幣をお持ちの方は、弗の財団への寄付も可能で
すので、事務局さんから手続きをして頂いて下さい。
宜しくお願い致します。

◆阿津澤清増強担当理事
来 る 3月 26日 ( 火 )の 例会
は、中川 清司法書士の先生
を お 迎 え し て の「外 部 卓
話」とフリートーキングと
なっております。お知り合
いの方がいらっしゃった
ら、ご一緒にお連れ下さい。

飯淵昭二例会委員会委員の 「四つのテスト」 と
「ロータリーの目的」 唱和、初めての体験です。

◆増渕 明クラブ管理運営担当理事
4/2(火)健康増進委員会と
の合同による「家族同伴健
康増進・ハイキング例会」
を行います。すでにご案内
をしておりますので、宜し
くお願い致します。
次にMy Rotaryのアカウント登録の件ですが、現在
未だ13名の方が登録されておりませんので、クラブの
方で進めさせて頂きますので、ご了承下さい。特に登
録する事によって、皆様にご迷惑が掛かる事はござい
ませんので、宜しくお願い致します。

宮本和寿幹事へ社屋増築祝いをクラブより贈呈しま
した。益々のご隆盛を祈念致します。
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社、仏閣、城下町や人形のまちとしての地域文化など

外部卓話

多彩な魅力があります。

◆〔卓話者紹介〕山形照之公共イメージ担当理事

私はこれら固有の地域資源を活用し、区の将来像で

岩槻区長の宮寺 昭彦様に

ある「自然と歴史、文化を守り育て、楽しむまち」の

卓話をお願い致しました。

実現に向け、各種事業に取り組んでまいります。(こ

大分前に卓話の依頼をして

の後、資料のデータに基づき、約30分間の卓話をして

おりましたが、すっかり忘

頂きました。)

れ て お り ま し た。今 日 は
「現在の岩槻 これからの岩

主なデータのタイトルのみをご紹介いたします。
1. 岩槻区の人口総数(減少から増加へ)

槻」と云う事でお話して頂きたいと思います。

2. 近年の動向
3. 岩槻南部新和西地区への人口流入(土地区画整理事

◆〔卓話〕岩槻区長 宮寺 昭彦様

業の進展)

皆さんこんにちは。本日は、卓話にお招き下さり有

4.「その他」人口増加率の高い地域(慈恩寺・原町・

難うございました。貴重な時間を頂いて恐縮しており

浮谷・太田2丁目)

ます。小宮会長様とも

5. 岩槻区の年齢別人口(高齢化率の上昇)

同じ建築技師なので、

平成30年度

懐かしく思います。

市民意識調査の結果から

「平成30年度さいたま市岩槻区長マニフェスト」

お手元のロータリー
クラブ卓話資料をご覧

地区鉄7号線(埼玉高速鉄道線)延伸の検討状況とまち

ください。区民の皆様

づくり

には、日頃から魅力あ

◎いわつきのまちづくり

る街づくりにご支援・ご協力を頂き、有難うございま

◎道路整備

す。岩槻区には、豊かな緑と水辺、長い歴史を持つ神
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ニコニコＢＯＸ・出席報告

岩槻区長 宮寺 昭彦様に、クラブからお礼のお花を贈呈致
しました。宮寺様、卓話有難うございました。
写真下は例会風景です。

小宮

勇

宮本

和寿

菊池

和彦

山崎
山形

和雄
照之

増渕

明

( 同趣旨 )

加藤

哲男

斎藤

公司

中里

仁

飯淵 昭二
飛田美佐子
関根 隆光
奥津 雅史

岩槻区長 宮寺 昭彦様、ようこそお越
し下さいました。卓話、宜しくお願い
します。楽しみにしています。
岩槻区長、本日は、宜しくお願い致し
ます。そろそろ桜の開花ですネ。私も
開花したいです。
水戸「偕楽園」の梅も終わり、桜の季
節がやって来ました。春ですね。
花粉症が絶好調で、参っています。
本日は、岩槻区長 宮寺 昭彦様、卓話
有難うございます。
岩槻区長、宮寺様、本日は卓話宜しく
お願いします。
丹野 寿明
阿津澤 清
萩原 秀咲
杉田 政男
橋本かほる
藤田 恵子
岩槻区長、宮寺昭彦様、ようこそ。い
よいよ選挙ですね。卓話楽しみです。
西村さん、いつもきれいに撮れている
写真、ありがとう。
さつま芋、床に伏せて芽出しかけてい
ます。
だんだん温かくなってきましたネ。
春はうれしいけど、花粉症は大迷惑!!
田中 徹夫
加藤 和正

財団プログラム (Programs of The Rotary
Foundation)
◎教育的プログラム
国際親善奨学金

ニコニコBOX金額報告

マルチ・イヤー国際親善奨学金

3/19合計

文化研修の為の国際親善奨学金

２６，０００円

今年度累計

ジャパン国際親善奨学金

９５９，５００円

国際問題のためのロータリー・センター
世界平和奨学金
大学教員の為のロータリー補助金

出席報告

研究グループ交換
◎人道的プログラム
保健・飢餓追放及び人間性尊重補助金
３―Ｈ計画準備助成金
地区補助金
個人向け補助金

例会日

総数

出席

欠席

Ｍｕ

出席率

3/19
免除2名

29
(2)

21
(2)

6

5

96.29%

3/5修正
免除1名

29
(1)

27
(1)

1

1

100.0%
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マッチンググラント
◎ホリオ・プラス・プログラム
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例 会 日
例 会 場
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岩槻東ロータリークラブ

毎週火曜日 12:30～13:30
さいたま市民会館いわつき
Tel 048-756-5151
Tel 048-757-9786
Fax 048-756-5539
http://www.iwatsuki-east-rc.org
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