
 

  

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

■ 大宮東ロータリークラブ  

  会長 渡辺庄司様  幹事 小峰敬右様 

 

 

7月21日より25日までタイのピサヌロークへ

寄付金を持って行ってきました。詳細につきま

しては藤田国際奉仕委員長より後日報告がある

と思いますが、とりあえず速報の形でご報告さ

せていただきます。現地の小学校に着いたのは

飛行機の遅延のため午後になってしまいまし

た。一緒に昼食をとる計画だったようですが、かなわず我々だけで昼食を

とることになりました。 

その後、歓迎のダンスなどを見せていただき、寄付の品物の贈呈式を行

いました。当初の計画ではPCが10台とのことでしたが、台数が教室の大き

さに比べて多いとのことで5台となりました、代わりに冷水器が子供の人

数に比べると１台では少なかったので急きょ２台に追加しました。扇風機

は当初の予定通りです。ほかに会員の方からのご寄贈によるノートや絵本

を持っていき贈呈してきました。大変喜ばれました。その小学校にはエア

コンがついている教室が１室のみで、それも図書館だけでした。タイの平

均気温は最低が12月ころで23℃くらいで最高気温は年間を通して30℃は超

えています。その中で木造の校舎で扇風機だけでの授業は見学しているだ

けでも汗が噴き出てきました。飲み水に関して水道設備はなく井戸水をろ

過して使用しているとのことでした。冷たい水などは夢のまた夢、の状況

でした。すべての工事完了を見届けて帰ってきました。12月１日より５日

までの予定で現地の視察を行う予定です。現在計画中ですが是非とも一人

でも多くのご参加を希望します。そしてタイの子供たちの無邪気な本当に

うれしそうな笑顔を見てください。 

また、７月27日は東京湾クルーズの予定でした、この計画は増渕理事を

中心に計画してきました。結果79人もの参加申し込みをいただき本当にあ

りがとうございました。ですがご承知の通り、残念なことに台風の影響で

クルーズ会社より欠航の連絡が入り、やむなく延期の判断をいたしまし

た。増渕理事の周到な段取りも天候にはかなわなかったようです。中止の

連絡に関しても周到に用意されていました。中止を予期していたかのよう

に参加者全員の電話番号が携帯に登録されていたのです。なんと素晴らし

い。 

この計画は参加希望が79人という数からも、没にするのは非常に惜しい企

画です。本日理事会で議題となりますが再度日程を仕切り直しして、台風

の心配のない日にリベンジしたいと思います。その時は皆さん再度奮って

ご参加ください。  

本日の例会 
第1860例会 8月27日(火) 

次回例会案内 
第1861例会 9月3日(火) 

会   場 市民会館いわつき 301 
例会テーマ 「公式訪問」例会 
担   当 会長・幹事 

 8月13 日(火)は 

規定により休会です 

第5例会 2019年8月27日発行 

お客様紹介 

会   場 市民会館いわつき 301 
例会テーマ ｢公式訪問｣について 
 

点   鐘 12:30 
斉   唱 それでこそロータリー 
ご来客紹介 飯淵昭二会長 
会 長 挨 拶 飯淵昭二会長 
お客様挨拶  
幹 事 報 告 奥津雅史幹事 
委員会報告 
スマイル報告 例会委員会 
例会テーマ 
担   当 会長・幹事 
出 席 報 告 出席奨励委員会 
次回例会案内 加藤哲男例会委員長 

飯淵年度(2019～2020) 

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 

第5例会 8月6日(火)1858号 
会 場 市民会館いわつき 301 
点 鐘 12:30 

テーマ 「岩槻まつり」について 
担 当 地域社会奉仕委員会 
 

会長挨拶 飯淵昭二会長 

例会案内 
第1859例会 8月18日(日) 

岩槻まつり例会 

割烹「せんべいや」 
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◆大宮東ロータリークラブ会長 渡辺庄司様 

 ご紹介頂きました。大宮

東ロータリークラブ会長の

渡辺庄司と申します。先ず

は飯淵会長、奥津幹事、御

就任おめでとうございま

す。日頃よりグループの会

長・幹事でお世話になっております。岩槻東クラブさ

んには、私は5年ぶりにクラブの幹事の時にお邪魔さ

せて頂きました。握手で始まる皆様の笑顔がとても素

晴らしい良いクラブだなぁ～と感じました。 

 私は入会して10年目ですが、1年経っていない時に

田中徹夫パストガバナーにもフィリピンに連れて行っ

て頂き大変お世話になりました。ホームページも拝見

させて頂き、岩槻東ロータリークラブ様が今年で40年

目と云う事ですが、国際奉仕でも今迄「カンボジアへ

の井戸掘り」や今回の「タイへの支援活動」等々、と

ても活発に活動されており、参考にさせていただきた

いと思います。どうぞ今後とも、ご指導を宜しくお願

い致します。 

 

◆大宮東ロータリークラブ幹事 小峰敬右様 

 こんにちは。大宮東クラ

ブの幹事の小峰と申しま

す。入会して4年目ですが、

いろんなクラブを訪問させ

て頂き、いろいろと勉強さ

せて頂いている所でござい

ます。岩槻東クラブさんの「笑顔で握手」には、感動

致しました。是非うちのクラブでも実現出来ると良い

と思いました。これからも宜しくお願い致します。 

 

 
 

1. 米山記念奨学会より小宮

勇会員に「第6回米山功

労者マルチプルの表彰

状」が届きました。 

2. ロータリー財団より、宮

本和寿会員と関根隆光会

員、小宮勇会員にも領収書が届きました。 

3. 地区より「RLIパートⅠ」の案内が届きました。 

 ・日時 ８月31日(土)AM9:30 開会  PM17:30 終

了予定 

 ・場所 埼玉会館 2F ラウンジ集合 

 ・会費 1名5,000円  締切り 8月10日まで 

4. 第4G小田光司ガバナー補佐より、第4回会長・幹事

会の案内が届きました。 

 ・日時 ８月28日(水) PM6:00 開会   

 ・場所 岩槻 料亭「ふな又」 

5. 我がクラブのロータリー財団奨学生の長井志保子

さんのお母さんから7/26にハガキが届きました。

内容は7/28(日)の朝12時54分から「テレビ東京の

世界なぜそこに日本人」と云う番組に出演される

との事でした。彼女は今イギリスのロンドンで有

名な女優になっている…と云う中身でした。休日

の事と急な便りでしたので、皆様にお知らせでき

ませんでした。  事務局にてビデオは撮ってお

母さんに手紙を出しておきました。 

6. 日本事務局財団室より「寄付・認証・ロータリー

クラブの手引き」がメールにて届きました。  

7. 岩槻RCより杉田政男会員、山形照之会員、清水常

三会員に週報が又、クラブに年度計画書が届きま

した。 

8. 地区より「地区のあゆみパートⅢ」が会員全員に

送られてきました。134Pに我がクラブの紹介が掲

載されております。 ご覧下さい。後日配布致し

ます。 

9. 最後に今晩6:30分より、飯淵年度第6回理事会が飯

淵会長宅にて行われます。 

10. 8/8(木)6:30より、小宮年度最終理事会が寿々家に

て、開催されます。 

11. 地区大会記念ゴルフの案内が届いています。 

 ・日時 10月7日(月) 雨天決行 

 ・場所 プレステージCC 東・西コース  

 ・個人登録料 1名5,000円  

 ・8/16締切り  

 ・現在登録者 飯淵昭二、菊池和彦、山崎和雄、 

        遠藤光治、中里 仁、宮本和寿、 

  飛田美佐子、奥津雅史 

  以上8名となっております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幹事報告 奥津雅史幹事 

 IWATSUKI-EAST ROTARY CLUB WEEKLY REPORT 

お客様ご挨拶  

小宮直前会長に、米山功労賞マルチプル６回

目の表彰状が届きました。ご協力に感謝！ 
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◆増渕 明管理運営担当理事 

 7/27(土)のクルージング

例会は台風の為、延期と云

う事になります。後日改め

てご報告を致します。 

 

 

◆遠藤光治地域社会奉仕委員長 

 先日の地区セミナーへ出

席して参りました。内容は

いろいろありますが、我が

クラブでは、キャップの回

収等、すでに行っている事

が出ましたが、ひとつ目新

しい主なものは、点字の名刺を作成して欲しいとの事

がございました。 

 

◆菊池和彦クラブ研修リーダー委員長 

幹事報告にもありました

が、8/31(土)に「RLIパート

Ⅰ」が浦和の埼玉会館にて

開催されます。 

大変勉強になる研修会です

ので、時間を作って是非ご

参加頂きます様、宜しくお願い致します。 

 

◆橋本かほるロータリー財団・米山担当理事 

 いろいろとご協力を頂い

ております。有難うござい

ます。8月のレートは108円

です。例会の後に、この場

所にて委員会を行いますの

で、関係者はご出席下さ

い。 

 

◆山崎和雄奉仕プロジェクト理事 

 昨年度(小宮年度)の分に

なりますが、菊池和彦、宮

本和寿、橋本 昇、山崎和

雄の4名による段ボールの回

収売上金が9,840円になりま

した。㈱エコトランスポー

トより受取りましたので、飯淵昭二年度のスマイルに

入れさせていただきます。遅くなってすみません。 

 

 

 
 

◆遠藤光治地域社会奉仕委員長 

 次回例会は「岩槻まつり例会」となっております。 

当日は、「市宿通り金子人形駐車場」に10時30分集合

して荷物等の搬入、テントその他の設営ほかを行いま

す。ご高齢で体力に自信の無い方は12時に「せんべい

や」にお集り下さい。「うなぎ」を食べてから販売・

その他の準備に取り掛かります。 

又、ポリオＴシャツを配りますので、「せんべいや」

にて着替えて頂きます。 

午後3時～6時迄イベントを行います。 

8/13(火)の例会はお休みです。 
 

1. 当初予定していた「水戸会員提供のグリーンカ

レー」は猛暑の為、その他諸般の事情を鑑みて、

中止とさせていただきました。 

2. 暑さ対策はクラブでも多少は用意致しますが、各

自が自己管理をお願いします。 

3. 午後3時から人形博物館予定地にて、オープニン

グセレモニー開催、一部会員に参加して頂きま

す。 

4. まつり例会の目的はチャリティーとロータリーの

広報活動です。体調に気を付けて、できるだけ多

くの会員のご協力をお願いします。 

 

 

本日のテーマ 「岩槻まつり」について  

委員会報告  

 IWATSUKI-EAST ROTARY CLUB WEEKLY REPORT 

 
 

■ 加藤 和正会員 お誕生祝い 

■ 山崎 和雄会員   〃 

■ 藤田 恵子会員   〃 

■ 飯淵 昭二会員   〃 

■ 京野 新悟会員   〃 

８月 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‥‥。 
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 2019～’20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   飯渕 昭二 
例 会 場 さいたま市民会館いわつき Tel  048-756-5151 幹    事  奥津 雅史 
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 

◆藤田恵子公共イメージ委員会担当理事 

 「岩槻まつり」について

の詳しい説明をして頂きま

した。テントの下で、全員

参加型でやりたいと思いま

すので、ひとつ宜しくお願

いします。 

 
 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 

 

 
 

大宮東RC 渡辺庄司様  

 本日は、お世話になります。宜しくお

願いします。 

大宮東RC 小峰敬右様  

 本日は、お世話になります。宜しくお

願いします。 

飯淵 昭二  渡辺会長、小峰幹事ようこそいらっ

しゃいました。 

奥津 雅史 大宮東RC 渡辺会長、小峰幹事お暑い

中、ようこそ我がクラブへお越しくだ

さいました。 

加藤 和正  大宮東RC 会長渡辺庄司様、クラブ幹事 

小峰敬右様クラブ訪問に感謝します。 

（ 同趣旨 ） 杉田 政男    丹野 寿明 

       斎藤 公司     

小宮  勇  大宮東RC 渡辺会長、小峰幹事、ようこ

そ表敬訪問有難うございます。猛暑で

す。体調に気を付けましょう。 

遠藤 光治  8月18日の岩槻まつりのご協力を宜しく

お願いします。 

清水 常三  今日から夏の甲子園が開幕です。県代

表の花咲徳栄球児、頑張れ。 

菊池 和彦  大宮東RC、渡辺会長、小峰幹事ようこ

そいらっしゃいました。一年間頑張っ

て下さい。 

増渕  明  納涼例会、台風で延期となり残念でし

た。 

加藤 哲男  2年先輩であられる大宮東RC渡辺会長、

小峰幹事ようこそ。1年間宜しくお願い

致します。 

藤田 恵子  本日は，お誕生祝い有難うございま

す。先日、タイの小学校の支援、お陰

様で、無事完了致しました。後日、報

告を楽しみにして! 

飛田美佐子  納涼例会、残念でしたね、毎日暑すぎ

ます。ご自愛ください。 

萩原 秀咲  杉田さん、写真有難うございます。 

阿津澤 清  暑い日が続きます。1年後はオリンピッ

クです。 

中里  仁  草と戦争です。 

橋本かほる  暑いですが、ロータリアンは元気いっ

ぱいですね。 

山崎 和雄  暑いですね。 

田中 徹夫   山形 照之  水戸  恵 

加藤 和正 

 

 

例会日 総数 出席 欠席 Ｍｕ 出席率 

8/6免除 
3名 

29 
(3) 

23 
(3) 3 0 88.46% 

7/16修正 

免除3名 
29 
(3) 

22 
(3) 4 2 92.30% 

出席報告  

ニコニコBOX金額報告  

8/6合計 ４６，８４０円 

今年度累計 １７９，８４０円 

 IWATSUKI-EAST ROTARY CLUB WEEKLY REPORT 

ニコニコＢＯＸ・出席報告 

 

 

識字率の向上 ( Literacy Promotion ) 

 ＲＣは地域及び世界の識字率を高めるよう推奨さ

れている。地域内のあらゆる人が、一般的に言って

幸福に暮らすために、読み書きの能力が重要である

こと。また、地域の識字水準が生活水準に直結する

ことについて、すべてのロータリアンの理解を深め

ること ; 地域社会で、または他国の地域社会で識字

率向上の必要性に取り組むプロジェクトに着手する

よう全クラブに奨励されている。 

 

試験的プログラム( Pilot Programs ) 

財団管理委員会は、時々、3か年を期間として、新

プログラムを採択する。試験的プログラムの例は、

ジャパン国際親善奨学金である。 


