
 

  

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

■ 稲山友梨さん(星差国際高校2年生)  

 

 
 

本日の例会は、飯淵昭二会長が所用の為、欠

席ですので、私 会長エレクトの加藤哲男が代

行致しますので、宜しくお願い致します。 

先ずは、小泉真悟さん、ご入会おめでとうご

ざいます。これからは色々な楽しみ方がある訳

ですが、自分なりに気楽な気持ちでロータリア

ンライフを満喫していただきたいと思います。 

12月は、1日から5日までタイ補助金事業の検

証旅行です。よって次回の12月3日の例会はタイでの検証例会となります。 

この後、年次総会、上期報告と続きます。そして12月21日(土)の忘年例会

で最終となります。会員の皆さんには、お身体ご自愛ください。 

  

 
 

◆入会者紹介 阿津澤清会員増強担当理事 

 小泉真悟様、昭和42年8月30日生まれ52歳です。職業は宗教法人円福寺

の住職です。住まいは、岩槻区柏崎827-1です。推薦者は関根隆光会員、

私(阿津澤清)と藤田恵子会員です。宜しくお願い致します。 

 

◆ご挨拶 小泉真悟会員 

 只今、ご紹介頂きました小泉でございます。

もともと2年程前からお誘いいただいておりまし

たが、今回やっと仲間に入れて頂ける事となり

ました。先日のクルージングの例会にも出席さ

せて頂きまして、とても楽しい思いをさせて頂

きました。まだまだ皆様の足元にも及びません

が、これからお仲間として、ご指導・ご鞭撻下

さいます様、どうぞ宜しくお願い致します。 
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4. 米山記念奨学会より遠藤光治、斎藤公司、阿津澤

清、飛田美佐子の4名の会員に領収書が届きました。 

5. 公益財団法人ロータリー日本財団より杉田政男会

員にマルチプル39回目の領収書が届きました。 

6. 地区より、「米山奨学生の受け入れについて」の

案内が届いております。後日、理事会にて検討。 

7. 第4G小田光司ガバナー補佐より、小宮勇ＩＭ実行

委員に第1回ＩＭ実行委員会の案内が届きました。 

 ・日時 12月11日(水) PM6:00より「雅 致」  

8. 本日例会終了後、「タイ視察旅行の保険の手続き」

を例会場にて行います。関係者は残って下さい。 

9. ガバナー月信11月号には、17ページにベネファクター

で、飯淵昭二会長、18ページに米山メジャードナー

11回目で田中徹夫パストガバナー、19ページに米山功

労者で橋本かほる会員が掲載されております。 

10. 本日のレターケースに ①ガバナー月信11月号と週

報が3回分入っております。ご確認下さい。 

11.萩原秀咲会員より、12月一杯仕事が繁忙中の為、

例会に休会届が出ています。理事会で承認されました。 

12. 我がクラブのゴルフコンペを12月16日(月)に行い

ます。コースは後程ご連絡させて頂きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆藤田恵子国際奉仕委員長 

国際奉仕からご報告させて頂きます。皆様のご協力

のお蔭で12/1-12/5まで、タイへ補助金事業の検証旅

行に行って参りま

す。詳細は水戸会

員から報告して頂

きます。 

 

 

 

◆水戸恵国際奉仕副委員長 

こんにちは。ご寄付頂いたお金ですが、10万1500円

位になるかと思います。現地で給食の提供とお寿司や

和菓子などの他に、折り紙や、鉛筆など多くの絵本な

ども沢山持って参ります。 

沢山のご協力を頂き有難うございました。 

 

◆藤田恵子公共イメージ委員長 

本日配布されましたガバナー月信に小林ガバナーの記

事が掲載されておりますので、お目通し下さい。先ほ

ど、幹事報告にもありましたが、ガバナー月信に我が

クラブの寄付者の写真が掲載されております。(内容

は重複しますので、割愛させて頂きます。) 

 

◆増渕 明管理運営担当理事 

お陰様で11/16-11/17(日)にか

けて、親睦旅行に無事に行って

参りました。次に12/21(土)に

忘年例会を行います。未だ理事

会を通っていない訳ですが、日

にちも無いので口頭で先に案内

させて頂きます。後程、事務局

から改めてFAX致します。 
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■ 清水 常三会員 ご結婚祝い 

■ 藤田 恵子会員    〃 

■ 清水 常三会員 お誕生祝い 

■ 山形 照之会員   〃 

■ 菊池 和彦会員   〃 

 

 

 

 
 

１２月お誕生日･ご結婚記念の 

皆様おめでとうございます！ 

 
 

1. 地区より、「台風19号災害義援金協力のお願

い」が届きました。 

 会員１名1,500円で福島・宮城・長野県へ各500

円とする。 理事会にて検討する。12/20まで 

2. 地区より「首里城火災に対する支援のお願い」

が届きました。  

 会員1名1,000円以上 

 理事会にて検討する。1/20まで 

3. 米山記念奨学会より我がクラブの寄付金合計が功労クラブマルチプル

29回(2900万円)表彰状が届きました。 

幹事報告 奥津雅史幹事 

委員会報告  

米山記念将学会より

クラブに２９回目の米

山功労クラブとしての

感謝状が送られてき

ました。加藤哲男会

長エレクトから斎藤 

公司米山委員長へ贈

呈しました。 
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 ◆萩原満久会員ご挨拶 

先週の土曜日、日曜日の父の

葬儀には、会員皆様よりご多用

中のところ通夜、告別式などに

ご出席賜り、ご芳志のほど有難

うございました。これからは、

ロータリーの方にも出来るだけ

出席し頑張りたいと思います。 

 

 

 

 
 

◆「卓話者紹介」  

 萩原秀咲青少年奉仕委員会担当理事 

稲山友梨さんは、丹野寿明年度の青少年交換学生と

して、我がクラブと第4グループの支援により、フラ

ンスへ留学した稲山哲也君の妹さんで、現在星差国際

高校へ通っています。２年生でフェンシングで、優秀

な成績を挙げ

られており、

オリンピック

を目指してい

ます。 

 

 

 

◆「卓話」 稲山友梨さん  

 皆さんこんにちは。昨年･一昨年と兄がフランスへ

の交換学生として大変お世話になりました。 

今日は卓話と云う事で、お呼び頂き有難うございます。 

 私が今頑張っているスポーツはフェンシングと言い

ます。フェンシングは２人が向かい合い、片手に剣を

持って互いの体を突き合う競技です。種目としては、

フルーレ・エペ・サーブルの３種目があります。私の

行っている種目はエペです。プラチナキッズと云う小学

校４年生から６年生の子供達にフェンシングやアーチェリー

その他のスポーツが体験できるプログラムに参加したの

が、フェンシングを始めたきっかけです。 

 現在学校では、スポーツ心理学･元オリンピックの選手

等に直接教えて頂けるとても恵まれた環境におります。 

 平成28年に初めて、第17回東日本個人フェンシング

大会に初めて7位に入りました。その後、平成29年に

は、第18回東日本個人フェンシング大会に優勝し、全

国中学生フェンシング選手権大会では、3位になりま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 平成30年には、日本フェンシング協会Ｕ１７育成強

化指定選手となりました。そして第71回全日本フェン

シング選手権大会にて、第10位となりました。令和元 

年の今年日本フェンシング協会Ｕ２０の育成強化指定

選手に選ばれました。そして第２６回東京都ジュニア

女子エペ個人選手権大会では、６位に入賞致しまし

た。まだまだ沢山の大会に出場しておりますが、特に

海外の国際大会などはシニアで年間２４回の試合があ

り、その全てに出場する事は資金面から言っても不可

能です。私に今足りないものは資金です。ユニフォー

ムだけでも上下８万円で剣は１本２万円掛かります。

私は母子家庭の５人兄弟の５番目です。家族の協力も

あって現在フェンシングが続けられています。希望は

もつと強くなってオリンピックの代表選手になりたい

と思っています。その為に、これからも御支援・ご協

力を頂きます様、宜しくお願い致します。(この後、

稲山さんは、フェンシングの胴着を付けて実際のフェ

ンシングの姿を披露して下さいました。これからも目

標に向けて頑張って下さい。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

本日のテーマ  
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クラブから例会食

事費をタイへの検

証旅行参加者に選

別として、差し上げ

ま し た。関 根 隆 光

会計より加藤哲男

会長エレクトに贈

呈しました。 
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加藤 哲男  小泉真悟さん、ご入会おめでとうござ

います。稲山友梨さん、卓話楽しみに

しています。 

奥津 雅史  小泉真悟さん、ご入会おめでとうござ

います。稲山友梨さん、卓話楽しみに

しています。 

阿津澤 清  小泉さん、ようこそ!宜しくお願いしま

す。 

( 同趣旨 )  斎藤 公司   加藤 和正 

       杉田 政男   増渕  明 

       小宮  勇   萩原 秀咲 

宮本 和寿  先日の親睦旅行、有難うございまし

た。飯淵年度も残り半分になりまし

た。ご苦労様です。 

萩原 満久  父の通夜・告別式、皆様のお蔭で無事

終わりました。 

菊池 和彦  小泉真悟さん、ご入会おめでとうござ

います。ロータリーを楽しみましょ

う。 

藤田 恵子  小泉さん、ご入会おめでとうございま

す。一緒にロータリーを楽しみましょ

う!! 12/1～12/5迄、タイに検証旅行へ

行って参ります。皆様のご協力に感謝

です。 

橋本かほる  稲山さん、卓話楽しみです。 

中里  仁  寒いですね。今年の冬は暖冬の様で

す。 

山崎 和雄  稲山さん、卓話宜しくお願いします。

新会員の小泉さんおめでとうございま

す。 

飛田美佐子  寒暖差が厳しいです。お身体ご自愛く

ださい。 

京野 新悟  小泉真悟さん、ご入会おめでとうござ

います。新悟繋がりです。宜しくお願

い致します。 

西村寿美子  先日の茨木グルメ旅行では、楽しませ

て頂きました。 

田中 徹夫   関根 隆光   水戸  恵 

   

 

 

 

例会日 総数 出席 欠席 Ｍｕ 出席率 

11/26免
除3名 

30 
(3) 

21 
(3) 6 4 92.59% 

11/10修正 

免除3名 
29 
(3) 

26 
(3) 0 0 100.0% 

出席報告  

ニコニコBOX金額報告  

11/26合計 ２９，０００円 

今年度累計 ４８６，８４０円 

 IWATSUKI-EAST ROTARY CLUB WEEKLY REPORT 

ニコニコＢＯＸ・出席報告 

 

出席義務規定の特別免除 (Special Leave of Ab-

sence ) 
  

 次の場合、理事会の承認を得て、１年を超えない

期間を限って、出席義務規定の特別免除が与えられ

る。但し、その期間も出席その他の会員資格条件を

維持し続けなければならない。 

〇 正会員が住居、事業所共クラブの所在地以外に移

転するとき、移転先のクラブに知り合いに、なって

もらう期間として。 

〇 自己の責任によらない職業分類を失ったとき。そ

の職業分類を引き続き保持することができ、復帰す

るか、新しい職業分類につくための期間として。 

従って会員身分の終結は免除期間終了後に発効す

る。 

久々の定例会場にての例会風景です。 


