
 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

皆様こんにちは。10日間の長い連休が終わ

りました。皆様、連休はどうでしたでしょう

か。そして平成から令和へ新しい年号が変わ

り、何かとマスコミが大きく各地の様子を報

道しておりました。この長い連休を私はあま

りうまく時間を使う事が出来ませんでした。 

さて、令和元年、各企業は大方、今日から

始まるようであります。私の年齢も一つ年を重ね76歳に成り、あまり大き

くは感じておりませんが今までと同じく、淡々と生活を出来ればと思って

おります。先月に政府は５年後、2024年度上期をめどに新しい紙幣のデザ

インを一新すると発表されました。表面の肖像画は１万円札が40年ぶりに

福沢諭吉から交代して「日本の資本主義の父」と呼ばれる渋沢栄一になり

ます。５千円札は樋口一葉から津田梅子、千円札は野口英雄から北里柴三

郎に決定、裏面も大きく変わるようであります。 

１万円札は東京駅の丸の内駅舎、５千円札は藤の花、千円札は葛飾北斎

富岳三十六景〈神奈川沖浪裏〉が採用されて、多様であります。因みに新

500円硬貨は、素材を変更して2021年度上期になる予定であります。又、

1962年度、千円札が伊藤博文に決まった時の有力のライバルは実業家の渋

沢栄一であったようですが、落選したようであります。その理由の一つは

容貌がお札向きではない、当時の新聞に記載され、渋沢の写真にはヒゲが

なかったことらしいです。当時はヒゲの有る無しは、大変重要であったよ

うであります。 

私はスマホを持っていませんが、財産管理がいずれはスマホで行う様に

なるのかなぁ～と思います。お札は余り必要に無くなる時代が段々と身近

になって来ている様に感じます。 

 

 
 

1. 地区より「規定審議会結果報告会」の案

内が届きました。 

 ・日時 5月9日(木) 18:30  

 ・場所 さいたま市民会館うらわ 大ホール  

  飯淵会長エレクト・奥津幹事エレクト 

   出席 

2. 第3グループガバナー補佐 熊木広光様と

第4グループガバナー補佐 菊池和彦様より「ポリオ撲滅チャリティゴ

ルフ大会のお礼状」が届きました。 

3. 埼玉県腎・アイバンクより「第30回総会」の案内が届きました。 

 ・日時 6月8日(土) 14:00～16:00 

 ・場所 埼玉県県民健康センター 1F 

本日の例会 
第1847例会 5月14日(火) 
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 健康増進について 
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幹事報告 宮本和寿幹事 
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 4. 次年度飯淵年度のタイへの支援事業の「地区補助

金大口枠」のプレゼンが開催されました。 

 ・４月27日(土) 2時開始 

 ・出席者 奥津幹事エレクト、山崎奉仕プロジェクト  

  理事、藤田国際奉仕委員長、京野国際奉仕委員   

  以上4名が出席下さいました。 

5. 大宮北東ロータリークラブより週報が届きまし

た。  回覧 

6. 飛田美佐子さんの会社が引越ししました。 

 新しい住所は 〒334-0037 春日部市大増新田19-1 

 TEL 048-872-7612 FAX 048-872-7613 

7. ロータリーの友、ガバナー月信、週報がレター

ケースに入れてあります。 

 

 

 

◆奥津雅史次年度幹事 

今日は、山崎和雄次年度

奉仕プロジェクト理事も藤

田恵子次年度国際奉仕委員

長も欠席です。去る4/27に

地区の「補助金大口枠プレ

ゼン」に、京野さんを含め

て4名で参加して参りましたので、簡単に報告させて

頂きます。参加クラブが全部で16クラブあり、枠が5

万ドルあり、これを分けて使う訳です。個人的な感想

は明らかにダメじゃあないか?と云うクラブもありま

したが、多分内のクラブは大丈夫じゃあないか…とぬ

か喜びをしております。京野さんの素晴らしいプレゼ

ンの画像と藤田さんの発表も良かったと思います。 

 

◆山形照之公共イメージ委員会担当理事 

「ロータリーの友」の縦型9

ページに、八戸東ロータ

リークラブの23年間例会出

席率100％の信じられない記

録を誇る会員の結束力…と

云う記事が掲載されていま

す。又、私が特に心を打たれた記事は、縦型4ページ

の「愛があるなら叱りなさい」と云う、アーティス

ティックスイミング日本代表コーチ井村雅代さんの記

事です。叱ることは、「あなたは素晴らしい人間」と

教えること。 

人間関係が複雑になった現在ですし、子供や部下を叱

ることはある意味、勇気も要ります。でも、本当に人

を育てたいなら、親や上司はためらってはいけませ

ん。参考にして読んでみてください。又、ガバナー月

信の12ページに我が岩槻東ロータリークラブの公式訪

問の記事が掲載されています。ご覧ください。 

 

◆橋本かほるロータリー財団・米山委員会担当理事 

 皆さんこんにちは。お陰様

で、本日、杉田政男パスト会

長から年次寄付へ1000弗と小

宮 勇会長からベネファク

ターへ1000弗の寄付をして頂

きましたので、今年度は財

団・米山とも目標額に満額となりました。有難うござい

ました。 

 

◆増渕 明管理運営委員会担当理事 

 お陰様を持ちまして、京野

新悟会員にMy Rotaryアカウ

ント登録をして頂きましたの

で、現在96.55%になりました

ので、機会があれば京野さん

に、お礼を言って頂ければ…

と思います。 

 

 
 

◆宮本和寿幹事 

私がロータリーに入会して、25年になります。現在私

より前に入会している会員が10名おります。そして、

我がクラブは今年40周年を迎える事になりますが、

チャーターメンバー(創立会員)が4名いらっしゃいま

す。これだけ長く続いているクラブは珍しいのではな

委員会報告  

 IWATSUKI-EAST ROTARY CLUB WEEKLY REPORT 

本日のテーマ 会員卓話   

さいたま市民会館は、ネット環境が１階のみで、３階は

整っておりません。この度、事務局の携帯を購入してい

ただき、テザリングの設定もして頂きましたので、今まで

溜まっていた中川ガバナーのYouTubeでの、放映を丹

野例会委員長にしていただきました。 
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 いか…と思います。今はガバナー月信には、出席報告

が出ておりませんが、他のクラブの話を聞いてみると

会員数が多くても出席率は50％位、もしくはそれより

少し高い位のクラブが殆どの様です。 

先日の飯淵年度の「第1回・第2回クラブ協議会」で

も、メーキャップの会員がいましたのでいずれも

100％出席でした。非常に珍しい事だと思います。 

世界では123万人程の会員がおります。国際ロータ

リーも今年で114年になります。日本では減っていま

すが世界では会員数が増えています。それはロータ

リークラブのルールがしっかりしている為だと思いま

す。老若男女皆がルールに則って和気あいあいの雰囲

気が良いのだと思います。年寄りは相手にされない、

若い会員には、未だ若いから仕方がない…と云う様な

のではクラブの会員同士が面白く無くなって、いずれ

退会者も出てしまいます。 

私自身は初めは、岩槻クラブへの入会を進めてもらい

ましたが、私のスポンサーは真々田設計事務所さんで

した。中々、入会が認められませんでしたが、豊住昇

二会長の年度にこのクラブに入れて頂きました。5～6

年前には、チャーターメンバーが6人か7人いた時もあ

りました。今は辞めた人、亡くなった人がいて、4名

になりました。奉仕を目的に何かがあった時は、団結

するのが我がクラブの良い所かなぁ～と、思います。

今、杉田政男さんは90歳以上になっても皆さんがあち

こちへ誘ってくれるから楽しいと言っています。一般

的には、この年になると中々気持ち良く誘って、連れ

て行ってくれないと思います。 

ロータリーは年会費の事では無く、皆と仲間になって

楽しい事が、何時までも続けられるこれが最高だと思

います。 

◆小宮 勇会長 

 清水常三会員、山形照之会員、田中徹夫パスト、斎

藤公司会員が40年間のチャーター会員です。本日、そ

のチャーターの方が全員出席ですから素晴らしい事だ

と思います。私も岩槻中央ロータリークラブから岩槻

東クラブさんへ入れて頂いて、家内も良かったと喜ん

でおります。又、杉田政男さんはこの度、岩槻ロータ

リークラブより卓話の依頼がありました。素晴らしい

事だと思います。 
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■ 杉田 政男会員 お誕生祝い 

■ 小宮  勇会員   〃 

 
 

■ 関根 隆光会員 ご結婚記念 

■ 阿津澤 清会員   〃 

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‥‥。 

長い連休明け、令和になって初めての定例会にも関わらず

大勢の会員のご出席をいただきました。ご苦労様です。 
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小宮  勇  今日は、令和年度のスタートです。10

日間の連休、楽しみましたでしょう

か。私はちょっと時間の使い方が下手

でした。76歳になりました。  

宮本 和寿  10連休、終わりました。ホッとしていま

す。小宮年度もラストスパート、飯淵年

度、スタートラインに着きました。 

丹野 寿明  小宮会長、宮本幹事、卓話ありがとう

ございます。 

杉田 政男  10連休はいかがでしたか。我社は7連と

び休でした。誕生月、お祝い有難うご

ざいます。 

阿津澤 清  連休も終わりやっと仕事が始まりました。 

関根 隆光  お祝い有難うございました。 

菊池 和彦  長い連休が終わり、生活リズムの切り

替えが大変です。 

藤堂  昇  令和元年、皆様おめでとうございます。 

斎藤 公司  年号が変わって気分も一新します。 

清水 常三  令和元年、日本の経済はどうなるので

しょうか。 

加藤 哲男  令和元年5月、バンザイ!! 結婚・誕生月

の皆さん、大変お目でとうございます。 

奥津 雅史  ゙ 令和元年 ”皇尊弥栄!!(スメラミコ

ト イヤサカ) 

飛田美佐子  令和と共に新事務所の船出となりまし

た。春日部ですが、遊びに来て下さ

い。頑張ります! 

増渕  明  令和初の例会ですね。宜しくお願いし

ます。 

橋本かほる  令和、おめでとうございます。どうぞ

宜しくお願い致します。 

萩原 満久   萩原 秀咲   飯淵 昭二 

田中 徹夫   橋本  昇   山形 照之 

    

 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 

ニコニコＢＯＸ・出席報告 
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ニコニコBOX金額報告  

5/7合計 ３９，０００円 

今年度累計 １，０９８，５００円 

例会日 総数 出席 欠席 Ｍｕ 出席率 

5/7 
免除1名 

30 
(1) 

21 
(1) 7 6 96.42% 

4/16修正 

免除1名 
29 
(1) 

28 
(1） 1 1 100.0% 

出席報告  

 

 

財 団 補 助 金 受 領 無 資 格 者  (Ineligibility  for 

Foundation Awards) 
 

無資格者とは、ロータリー関係で働いている人、

ロータリアン、その配偶者、血縁による子または

孫、入籍している養子、その配偶者、尊属であ

る。しかし、上記の人でもクラブを退会してから

３年経てば、補助金の受領資格が出来る。 

 

  

令和になって初めての例会、写真上は、会計の

関根隆光会員、下の写真はｽﾏｲﾙ報告の加藤哲

男会員と出席報告の斉藤公司会員、引き続き令

和も宜しくお願い致します。 


