
 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

皆さん、こんにちは。ついに来てしまいまし

た。いよいよ今日から私の年度が始まりますの

で、宜しくお願い致します。さて、7月27日は納涼

例会です。ご案内の通り貸し切りのクルーザーで

東京湾を３時間遊覧します。内容に関しては増渕

さん、萩原さんがアイデアを絞っていただき楽し

い例会になることと楽しみにしています。 

少し納涼例会に向かっての周辺のご案内をしてみようかなと思います。 

皆さんご存じのように出航場所の竹芝桟橋は以前、浜松町から歩くしか手段

がありませんでしたが、今は新橋からユリカモメで２駅、降りたら目の前が

伊豆七島へ向かう大型船の発着場です。これを正面に見て右側が小型船の発

着場になります。５分と歩かない目と鼻の先です。集合時間は夕方ですから

土曜日の昼頃から銀座をぶらついてウインドウショッピングを楽しみ、銀座

界隈でちょっと贅沢なランチを取られたらどうでしょうか。 

もしくは築地に行って昼食、そのあと銀座をぶらつくというのもいいですよ

ね。 

浅草に行って観音様をお参りするのもどうですか、暑いときには飯田屋か駒

形ドジョウでドジョウの丸鍋もいいです。 

竹芝桟橋を出航すると海から見る東京の街が広がります。西側には東京のビ

ル街が見えます。 

まだ18時ですから明るいですが、迫力のある高層ビルを見ることができま

す。右に目を移すと隅田川の河口が見えます。墨田川が東京湾に流れ込んで

いる終点です。勝鬨橋が見えると思います。船から見る橋は水面から意外と

低いのにびっくりするかもしれません。私も一回隅田川の橋に船の上部をぶ

つけて壊したことがあります。 

河口の右側は豊洲市場が見えてきます。以前はここに東京ガスのガス製造プ

ラントがありました。石炭やナフサを蒸し焼きにしてガスの生成していまし

た。その右側には運河が何本か見えてきます。そこを行くと夢の島マリーナ

を抜けて荒川に出られます。 

でもひときわ目を引くのがレインボーブリッジです出航の時点ではまだ明る
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 いのですが下から見上げるレインボーブリッジは雄大で

とてもきれいです。 

船はこの下をくぐり東京湾の外側へと進んでいくはずで

す。くぐってすぐの左には船の科学館やお台場、海上保

安庁の船が停泊しているのがみられると思います。 

それを過ぎると倉庫街が続き、次は進行方向右前に羽田

空港が見えてきます。時間的に進行方向に「海ほたる」

も見えるかもしれません。もっと運が良ければ左真横に

花火が見えるかもしれません。左側に埋立地が見えま

す。その先に東京ディズニーランドが見えると思いま

す。舞浜の観覧車が見えるのでその右側が東京ディズ

ニーランドです。 

多分その辺でUターンかな？ 周りが暗くなっていれば出

航した時の景色はガラッと変わっているはずです。如何

でしょうか…未だ席には余裕があります。ぜひとも一人

でも多くの方に声を掛けていただいてみんなで知り合い

の輪を広げて仲間づくりをしたいと思っています。 

 

 
 

1. 国際ロータリーより７月

のロータリーレートが１

弗108円のお知らせが届き

ました。 

2. 地 区 よ り「第 32 回 イ ン

ターアクト年次大会の案

内」が届きました。 

 ・日時 8月24日(土) AM10:30 開会   

 ・場所 埼玉県県民活動総合センター 

 ・登録料 ロータリアン 1名5,000円  

 ・締切り 7月31日 

3. 地区より「第15回日韓親善会議の案内」が届きました。 

 ・日時 9月28日(土) PM 1:00 登録開始   

 ・場所 仙台国際センター 

 ・登録料 ロータリアン 1名20,000円  

 ・締切り 7月19日 

 参加希望者は事務局までご連絡下さい。 

4. 菊池和彦 第４グループ直前ガバナー補佐より「グ

ループ分担金 其の他の決算]が届きました。我がクラ

ブへの返金額は12,291円となります。 

5. さいたま市交通安全対策協議会より、委員会資料が送

られてきました。  回覧 

6. 今晩 PM6:00~  「まるしめ」にて、飯淵年度「第５

回理事会」を行います。  

7. レターケースに ① ロータリーの友 7月号  

 ② 年度計画書  ③ 小宮年度週報 が入れてありま

す。ご確認下さい。 

 

 
 

◆会計 関根隆光会員 

小宮年度も終わりましたので、立替金が未だ精算して

いない方は、来週中に会計ま

で申し出て下さい。会計をし

めたいと思いますので、宜し

くお願い致します。 

 

 

◆山形照之会報・広報委員長 

「ロータリーの友 7月号」

について、お知らせいたしま

す。横書き30P-小林 操ガバ

ナーの記事が、40P-北 清治

財団管理委員の記事が掲載さ

れています。 

又、縦書きの27P-蓮田ロー

タリークラブの「地元高校で出前法律学習会」を開催の

記事が掲載されています。ご覧ください。 

 

◆奥津雅史幹事より 

8/25(日)に大宮北東RCの会長 宮下さんから「養護施設

いわつき」に於いて、花火大会を開催の予定だそうで

す。時間の都合の付く方はいらっしゃってください。 

 

◆増渕 明管理運営理事 

今月27日(土)の納涼例会に

ついて、再度連絡させて頂き

ます。 

会費の方は次週より集金さ

せて頂きます。レンタカーの

ご利用についても、ほぼ満席

ですので、希望者は早めにお

知らせ下さい。宜しくお願い致します。電車の時間など

については、後日お知らせ致します。 

 

 

 

私が思っているRCのイメージをお話すれば所信表明に

なるのでは…と思って、お話しさせていただきます。 

経営者、またはそれに準ずる方たちが自分たちの企業を

今まで育て、存続させてもらったことについて、感謝

し、そのお返しを少しでもできないかなと考えている集

団、こんなイメージを持っていました。 

それが入会して、仕事を通してでも、社会に奉仕してい

ることになる。普段の営業活動でもかまわないというと

ころが魅力的ですよね。 

仕事をして社会にお返しができる素晴らしいことだし、

特段改まってすることもないのかなと思うと気軽です。

でも、これではあまりにも当たり前すぎますよね。普通

の経営者ですね。 

ので、これだけでなく社会に対して何か良いことをして

いこう、でも一人では無理だし、区役所に一人で行って

会長所信 飯淵昭二会長  

委員会報告  

幹事報告 奥津雅史幹事 
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 「何か良いことをやらせてください」と言っても怪しい

奴、選挙にでも出たいのかと思われるのがせきのやまで

す。RCという団体に入っているからこそ地域に対する奉

仕活動もできるし恩返しもできると思っています。 

もっとかっこよくグローバルに考えるなら周辺の地域だ

けにとどまらず一人の地球人として活動ができるのがRC

なのかな？ 

今年度は奉仕活動として「タイの学校への寄付」「養護

施設への慰問」、これらが今年度の目に見える奉仕活動

といえると思います。 

このほかに親睦活動として「納涼クルージング例会」、

夏の終わりには屋外でのBBQ肉とサンマをたらふく食べよ

うイベント、11月には家族同伴一泊旬のアンコウ鍋グル

メツアーWITH白ワイン、忘年会はまだ確定していません

がジビエ料理においしいワインの夕べ、等々増渕さん萩

原さんが魅力あるイベントを考えていてくれています。

これらのイベントには一般の方、例えばお友達や、御親

戚、お子さんやお孫さんの参加もできるように考えても

らっています。また本年度の大イベント40周年事業で

す。菊池さんにこの実行委員長をお願いしています。お

蔭様で日程と場所取りは完了しています。そして当然魅

力的なイベントをできるだけリーズナブルにと考えてい

きますがここで地域や援助を必要としているところに対

しての恩返しを考えたいと持っています。 

各イベントで皆さんから登録料をいただいて予算を組ん

でいますがその中に寄付金の予算も組み込んでみてはど

うでしょうか。例えばイベント総額の何パーセントかを

寄付金の財源としたらどうでしょうか？要はすべての活

動をチャリティー事業として考えてはどうだろうかと考

えてみていただけませんでしょうか。 

自分たちのお金で自分たちが楽しむだけでなく、楽しん

だら自然と寄付ができ地域や社会に恩返しが出来るなん

ていいと思いませんか。 

もうすでに財団とか、米山だけで充分だよと思われる方

もいると思いますが自分たちの意思で、自分たちの決め

たところに寄付をできたらな…と思いませんか。 

地区からのお達しで本年度は「ポリオ撲滅」に対して寄

付をしなくてはならないようですが、少しでもこんな

チャリティーができたらいいなと思うのです。RCに入会

して2年間、このようなことができないかなと思っていま

す。自分たちの会費をただ自分たちの為にだけ使うのだ

けでなく社会に還元できたら良いなと考えてのことで

す。 

また、各イベントに一般の方の参加を進めることにより

RCの認知度を高め、また、今年は岩槻祭りではPR活動を

メインに行う予定です。ここでも募金活動を行うことに

なっています。広く地域の方にRCのことを知っていただ

いて、もしRC入会の勧誘があったとしても「その団体は

なんだ、どんな活動をしているのかな。聞いたことない

ぞ」といわれるのではなく「ああ、岩槻祭りで見たよ、

なんかポリオの撲滅運動をしていたし、他にもタイの子

供たちに寄付したりしているみたいだぞ」と言ってもら

えれば「じゃ入ってみるか」とか「話を聞いてみるか」

なんてことになるのではないでしょうか。今年はなんと

か2人以上の純増を達成したいと思っています。人数が増

えないと事業規模がどうしてもちまちましてしまいま

す。仲間を増やして会の活性化を目指しましょう。活性

化をすれば退会防止にもなると思います。魅力あるイベ

ントも効果があると思います。私たちも楽しいですよ

ね。 

どうか皆さん私を会長にしてしまったのですからあきら

めていただき、1年間のことですから、楽しく参加してく

ださい。お願いします。 

 

 
 

この度、飯淵会長の幹事を拝命致しました。 

毎例会を基本に地区とのパイプ役、事務的な仕事と理事

会、そして何より我がクラブの皆様が元気に楽しく活動
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■ 萩原 秀咲会員 お誕生祝い 

■ 丹野 寿明会員   〃 
 

 

 

■ 中里  仁会員 お誕生祝い 

■ 増渕  明会員   〃 

■ 飯淵 昭二会員 ご結婚記念 

■ 京野 新悟会員   〃 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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‥‥。 

幹事所信 奥津雅史幹事  
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クラブ事務局   Tel 048-757-9786  Fax 048-756-5539 会報委員長 藤田 恵子 

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

 出来るように微力ながら会長と「管鮑の交わり」を胸に

努力して参る所存で御座います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

飯淵 昭二 これから１年間、宜しくお願いします。 

奥津 雅史 皆様、どうぞよろしくお願い致します。 

小宮  勇 飯淵年度スタートです。大いに楽しみま

しょう! 

宮本 和寿 飯淵会長、奥津幹事、目出度い船出おめで

とうございます。一年間、宜しくお願いし

ます。 

丹野 寿明 飯淵会長、奥津幹事、年度のスタートにワ

クワクします。皆で頑張りましょう。誕生

祝い有難うございます。 

菊池 和彦 飯淵会長、奥津幹事、第1例会、誠におめで

とうございます。 

斎藤 公司 飯淵会長、奥津幹事、生涯思い出に残る１

年になるよう頑張って下さい。協力しま

す。 

藤堂  昇 飯淵会長、奥津幹事、おめでとうございま

す。頑張って下さい。 

（同趣旨） 山形 照之    清水 常三 

      萩原 秀咲    山崎 和雄 

遠藤 光治 飯淵丸の出航、おめでとうございます。 

加藤 和正 クラブ会長 飯淵昭二様、クラブ幹事奥津雅

史様、ご就任おめでとう! 

杉田 政男 飯淵年度、出発オメデトウ御座います。皆

様と共に飯淵年度を盛り上げましょう。 

阿津澤清・橋本かほる  

 飯淵会長、奥津幹事、一年間宜しくお願い

します。 

萩原 秀咲 誕生祝い有難うございます。７８歳になり

ます。 

増渕  明 新年度も始まりました。今年度も宜しくお

願いします。 

加藤 哲男 結婚・誕生月の皆様、お目出とうございま

す。飯淵年度のスタートです。全員参加で

楽しみましょう。 

藤田 恵子 飯淵年度、スタートおめでとうございま

す。40周年に向けて会員皆で盛り上げま

しょう。私事ですが、消費税UP前に車を乗

り替えました。 

飛田美佐子 飯淵年度スタートですね。最終例会のお写

真、すてき�でした。 

京野 新悟 飯淵会長、奥津幹事、おめでとうございま

す。1年間宜しくお願い致します。又、結婚

祝い有難うございます。 

西村寿美子 今年は若い会長・幹事さんですが、年々年

を増す事務局ですが頑張ります。 

田中 徹夫   萩原 満久   関根 隆光 

水戸  恵 

 

御詫び・訂正: RIテーマ幕が違う年度になっています。 

例会日 総数 出席 欠席 Ｍｕ 出席率 

7/2免除 
3名 

29 
(3) 

26 
(2) 1 0 96.55% 

6/18修正 

免除2名 
29 
(2) 

24 
(2) 3 2 96.29% 

出席報告  

ニコニコBOX金額報告  

7/2合計 ５７，０００円 

今年度累計 ５７，０００円 
ニコニコＢＯＸ・出席報告 
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写真は飯淵年度初例会風景と新しくスマイル報告の

京野新悟会員、ベテランの斉藤公司会員の出席報

告と司会役の増渕明会員と加藤哲男会員です。 


