
 

  

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

■ ロータリー財団部門委員長 三枝 和男 様 (大宮東) 

 

 
 

本日は、地区財団部門委員長の三枝和男様に

は、お忙しい所卓話にお越し頂き有難うございま

した。 

さて、最近台風の勢力が強いですよね。 

台風の発生はマリアナ諸島が主な生産地です。

ご存じのように台風、低気圧も同じですが、上

昇風が渦を巻いて地上の湿った空気を巻き上げ

上空で冷やされて雲になり形成されます。自転の影響で渦巻き状に回転し

始めます。北半球では反時計回りに中心に向かって周りの空気を吸い込

み、舞い上がっていきます。発生後は海水温が高いと周辺の空気が熱せら

れて上昇風となって台風に上昇風を補給していきます。あとは風任せどこ

へ行くかは風に聞いてくれ状態で北上します。低気圧、竜巻、大体構造と

か発生原因とかは同類とみてよいと思います。 

以前は10月くらいになると海水温が低くなり台風に補給する上昇風ができ

にくくなり台風から温帯低気圧へと衰えていきました。 

今現在、伊豆半島周辺の海水温は2１℃から2２℃くらいありました。潜っ

ているときのほうが地上にいるより暖かいのです。5ｍｍのウエットスー

ツで充分潜れる海水温です。地球温暖化の影響で海水温が例年と比べ高い

状態です。 

年々この傾向は顕著に表れてきています。台風の被害にあわれた方、本当

に大変だと思います。お見舞い申し上げます。でも自然災害だし、自然に

はかなわないよね、自衛隊員、消防署員、警察官の方々、本当に自分の家

族、家もあるのに献身的な救助作業、頭が下がります。このままでいくと

沖縄などの今まで台風の被害によくあわれていたところのような住宅様式

に関東や東北も考え、備えなくてはならなくなりそうです。でも考えてみ

れば海水温を上げてしまった原因は何なのでしょうか。人間が自ら自分の

手で便利だとか、早いとかの理由で自然環境を変えてしまっているのでは

ないでしょうか。100％人間だけの原因とは限りませんが。でも、海水中

の生物も南国にしかいないような生物が伊豆半島でも見られるようになっ

てきています。やはり海水温上昇の原因の主なものは人間だと思います。

となれば台風の被害は天災なのでしょうか?  

我々人類が長年の積み重ねによる人災なのではないでしょうか。もう一

度便利さの追求速さの追求などを考え直すきっかけを自然は見せてくれて

いるのではないでしょうか。 

海水温の問題だけではないと思います。ほかにも人間の犯した大罪の爪

痕、影響は日増しに増えてきているのではないでしょうか。まだまだ表面

には出てきていないいろいろな現象が海の中や森の中、大気中で我々の生

活に忍び寄っていると思います。今からでもなんとかなるのでしょうか。  
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1. 地区より、ポリオデーの記

事広告が読売新聞に掲載さ

れました。 回覧 

2. 地区より「世界ポリオデー

イベントへのお礼状」が届

きました。 

3. 地区より「九州北部豪雨災害義援金ご協力のお礼

とご報告」が届きました。因みに募金総額は地区

全体で1,439,468円です。 回覧 

4. 地区大会実行委員長より、大会1日目と2日目の本

会議と懇親会には、ポリオのTシャツを着用する

様、お願いが届いています。写真を回覧します。 

5. 地区大会実行委員会より、「クラブパンフレット

コンテスト参加」のお願いが届きました。 我が

クラブはすでに送り済です。 

6. 国際ロータリより11月のロータリーレートが1弗

108円とメールが届きました。 

7. 国際ロータリーより「岩槻商業高校のインターア

クトクラブ」について、2年以上役員その他の報告

が無い為、このままにしておくと終結となる旨、

メールが届きました。 

 この件については、担当者と打ち合わせし、理事

会でも検討致します。 

8. 本日例会終了後、「タイ視察旅行の説明会」を定

例会場にて、行います。関係者は残って下さい。 

9. 本日午後6時30分より、飯淵年度、第9回の理事会

を「雅 致」にて、開催致します。 

10. 11/8(金) 午後6時30分より、「指名委員会・クラ

ブ研修リーダー委員会」を「都寿司」にて行いま

す。すでに関係者には、案内が届いていると思い

ます。 

11. 11/9(土)の大会1日目は会長・幹事・会長エレク

ト・幹事エレクト・地区役員出席11/10(日)の地区

大会2日目は全会員出席義務となっております。 

12. 本日のレターケースに①ロータリーの友11月号 

②腎・アイバンク会報31号 ③週報が入っており

ます。ご確認下さい。 

※3クラブ合同例会についての報告 

 ① 日時  3/12 (木) 鮒又さん 

 ② 開始時間  18 時 又は 18 時半 

 ③ 開催目的  3 クラブの懇親を第一に 

 ④ 予算  各クラブ負担 2 万円 

 ⑤ 参加費  ¥8000 (飲み放題 鰻付き) 

 ⑥ 全員登録？  岩槻○  蓮田？やや難色 

 ⑦ 来賓  ガバナー  第 4・第 7ガバナー補佐 

 ⑧ 次年度開催クラブ挨拶  岩槻東  

 ⑨ 席次  年齢の近い方を一緒にする 

 ⑩ 次回  11/27(水) 18:30 鮒又さん 

 

 
 

◆藤田恵子公共イメージ委員会担当理事 

先日のクルージング例会の時

にポリオへの募金をして頂きま

した。30,121円集まり、岩槻ま

つりの時の募金と合わせて

72,707円を地区の方へ送金致し

ました。ご協力ありがとうござ

いました。又、地区大会に於いて「会員増強パンフレッ

トコンテスト」が行われますが、新しいパンフレットが

出来上がりましたので、回覧させて頂きます。 

 

◆遠藤光治会報・広報委員会副委員長 

今月の「ロータリーの友誌」

に、横書きに「ロータリーと

は」と、財団月間についての記

事が掲載されております。ご覧

になってください。又、我がク

ラブの「岩槻まつり」の時のポ

リオ募金の記事は、来月になる予定です。 

 

◆橋本かほるロータリー財団・米山担当理事 

本日、財団に杉田政男会員が

年次寄付1000弗を、橋本 昇会

員より米山に25,000円のご寄付

を頂きました。有難うございま

す。 

 

 

◆阿津澤清会員増強委員会担当理事 

今日は、関根隆光さんのご紹

介で小泉真悟さんが入会の案内

が出ましたので、久し振りの入

会候補者が出ました。引き続き

皆様の推薦をお待ち致しており

ます。 
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幹事報告 奥津雅史幹事 

委員会報告  

斎藤公司会員に国

際ロータリー財団室

より、マルチプル7回

目の感謝状とバッチ

が届きました。飯淵 

会長より贈呈致しま

した。 
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◆卓話者紹介 橋本かほる財団委員長 

〔卓話者プロフィール〕 
 

三枝和男(みえだかずお)様 大宮東ロータリークラブ 
 

職業 

 株式会社八雲造園 代表取締役 

職歴 

 一般社団法人埼玉県造園業協会 理事 東部支部長 

 さいたま市造園業協会 理事 環境緑化委員長 
 

ロータリー歴 

 2005年大宮東ロータリークラブ入会 

 2010～11年度 地区ロータリー財団部門 資金推進委員 

 2011～12年度 地区ロータリー財団部門 資金推進委員 

 2012～13年度 大宮東ロータリークラブ会長 

 2015～16年度 地区ロータリー財団部門 地区補助金 

 運営副委員長 

 2016～17年度 地区ロータリー財団部門 地区補助金 

 運営委員長 

 2016～17年度 地区ロータリー財団部門 地区補助金 

 運営委員長 

 2017～18年度 地区ロータリー財団部門 補助金委員長 

 2018～19年度 地区国際奉仕部門 国際奉仕委員 

 2019～20年度 地区ロータリー財団部門委員長 

 （補助金・ＶＴＴ委員長兼任） 

 

〔卓話〕ロータリー財団部門委員長 三枝 和男 様 

 (大宮東RC) 

改めまして、皆様こんに

ちは。今日は「卓話」と云

う事でお招き頂きまして有

難うございます。岩槻東ク

ラブさんに初めてお邪魔し

て非常に和やかな雰囲気

で、しかも新しい会員が入

られるとの事、羨ましく我が大宮東クラブも参考にさ

せて頂きたいと思います。 

 ロータリー財団の話をさせて頂きますが、パワーポ

イントによるスクリーンでの報告とさせて頂きますの

で、宜しくお願い致します。 

本日のテーマ 「ロータリー財団について」 
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◆水戸 恵国際奉仕副委員長 

いよいよ、12/1から5日間で

タイの方へ行って来ます。つき

ましては皆様にご寄付をお願い

したいと思いますので、宜しく

お願い致します。 

 

 

◆増渕 明管理運営委員会担当理事 

10/26の東京湾クルージング例

会には、皆様のご協力を得てお

陰様で無事に終了出来ました。 

続いて11/16(土)～11/17(日)

の家族同伴親睦旅行の件です

が、11/16の朝8時30分前に岩槻

駅西口にご集合下さい。 

三枝部門委員長の卓話は

パワーポイントにスクリーン

への放映によるとても解り

易いお話でした。(紙面の

関係で映像は一部割愛さ

せて頂きました。) 

クラブより、三枝

和男様にお礼の

お花を飯淵会長

より贈呈致しまし

た。有難うござい

ました。 



 

4 

 

 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   飯淵 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 

 

 
 

三枝和男様(大宮東RC) 

 本日は貴重な例会の卓話にお招き頂き

有難うございます。 

飯淵 昭二  三枝様、ようこそ。本日卓話宜しくお

願いします。 

奥津 雅史  三枝様、本日の卓話宜しくお願い致し

ます。 

菊池 和彦  ロータリー財団三枝和男地区部門委員長、

本日は、卓話頂き有難うございます。 

小宮  勇  11月に入り大分寒くなりました。三枝

和男地区財団部門委員長、卓話宜しく

お願いします。 

山崎 和雄  三枝財団部門委員長、卓話宜しくお願

いします。 

( 同趣旨 )  斎藤 公司   橋本かほる 

       清水 常三   京野 新悟 

阿津澤 清  三枝さん、今日は宜しくお願いしま

す。天気は秋晴れ、災害が無ければ良

いが。 

遠藤 光治  結婚・誕生祝い有難うございます。 

杉田 政男  地区財団委員長、三枝様卓話有難うご

ざいます。65回目の結婚記念日、有難

うございます。 

加藤 和正  ロータリー財団部門委員長三枝和男

様、卓話に感謝します。 

宮本 和寿  日に日に秋が深くなり、日本の四季を

感じます。 

 

 

 

藤田 恵子  先日は、クルージング例会お疲れ様で

した。どの写真も皆さんの笑顔がステ

キでした!! 

加藤 哲男  結婚・誕生祝いの皆さんおめでとうご

ざいます。三枝和男地区財団部門委員

長、ようこそ。卓話宜しくお願いしま

す。 

飛田美佐子  三枝様、ようこそ。過ごしやすい気候

になりました。 

増渕  明  クルージング例会、お世話になりまし

た。 

中里  仁  ギンナン洗っています。 

西村寿美子  クルージング例会では、主人共々楽し

ませて頂きました。皆様、有難うござ

いました。 

田中 徹夫   関根 隆光   萩原 満久 

水戸  恵    

 

例会日 総数 出席 欠席 Ｍｕ 出席率 

11/5 
免除3名 

29 
(3) 

23 
(2) 4 2 92.59% 

10/15修正 

免除3名 
29 
(3) 

20 
(3) 6 3 88.46% 

出席報告  

ニコニコBOX金額報告  

11/5合計 ３８，０００円 

今年度累計 工事中 
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ニコニコＢＯＸ・出席報告 

 
 

 

■ 末次 哲朗会員 お誕生祝い 

■ 遠藤 光治会員   〃 

 

 
 

■ 奥津 雅史会員 お誕生祝い 

■ 杉田 政男会員 ご結婚記念 

■ 遠藤 光治会員   〃 

■ 加藤 哲男会員   〃 

 

11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‥‥。 


