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員たちが並んで頂き歓迎してくれました。その後、学校で唯一の空調施設

奥津雅史幹事

働きに出ているので、お爺ちゃんお祖母ちゃんの家で預かってもらってい

例会委員会
会長・幹事
出席奨励委員会
加藤哲男例会委員長

今日は、簡単に現地についてのお話をさせて
頂きます。現地では大変な歓迎をして頂きました。校門の前に子供達や教
のある部屋に通して頂き、先生達や私達も一人ずつ、紹介致しました。杉
田さんのところでは、年齢も紹介し91歳と云うと皆さんびっくりしていま
した。
その後、感謝状も英語ですがいただいて来ました。学校の子供達は親が
る子供が殆どで、普段は親に会えない状態です。そこでパソコンなどで両
親の顔を見たりしている様です。やがて昼食の時間になりましたが、ちゃ
んとした部屋が別にあるわけでは無く、簡単なかこいのある所で食事をす
る様な感じでした。そして子供達は笑顔でとても楽しそうに見えました。
何処の国の子供もそうですが、食べている時、遊んでいる時等など、笑顔
がとても素晴らしかった事が印象に残りました。
教室なども回って見ましたが、扇風機も付いていて、涼しい環境の所もあ
りましたが、中には動いていない空調施設などもありましたが、壊れてい
て直すのにお金が掛かるから…などといった話もしていました。彼方の先
生の話を聞いていると、又、来年も是非、お願いしたいと言っておりまし
たが、私個人的には子供達の笑顔を見て、やってあげられたら良いなぁ～
と思いました。以上です。

タイのワット ドン アバイ学校の校長
先生より、この度の補助金事業支
援に対しての感謝状を贈呈されま
した。

幹事報告 奥津雅史幹事
1. 地区より2022~2023年度
た。2020年1月末日

ガバナー候補者の推薦依頼状が届きまし

必着

2. 地区より2021~2022年度 ガバナー補佐候補者の推薦のお願いが届きま
した。2020年1月末必着
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委員会報告

3. 地区より、「ポリオ寄付金
の国際ロータリー送金一覧

◆菊池和彦 直前第4グループガバナー補佐

表」が届きました。我がク

大変遅れましたが、前年度の

ラブは72,707円で673.71弗

インターシティミーティングの

となりました。

報 告 書が 出 来上 がり ました の

4. 地 区 よ り「ペ ッ ト ボ ト ル

で、本日、レターケースに入れ

キャップ回収の結果」が届きました。我がクラブ

させて頂きました。今回は、第

は、80㎏で800円 7,41弗です。
5. 地区より「ガバナー月信

3・第4グループの合同で行いま

原稿協力の依頼」が届

したが、いろいろありましたが、皆様方のご協力を得

きました。11/11-5/末日 まで

て無事にこれを以って終了する事が出来ました。有難

職場紹介について

うございました。

6. 地区より「韓国海外研修派遣団員の募集」が届き
ました。

詳細は事務局まで

◆増渕 明管理運営担当理事

7. 地区より「米山奨学生感謝の集い」の案内が届き
ました。

忘年例会のご案内をさせて頂

日時12/22(日)PM13:00

8. 地区より「日台親善会議

きます。12月21日(土)PM6時～

福岡大会」の案内が届

場所

きました。詳細は事務局まで

岩槻区南平野4-1-1

プリューム・ブランにて、会費

9. 本日、配布の「ロータリーの友誌12月号」に我が

1名5,000円後日、徴収させて頂

クラブの「岩槻まつりポリオ募金」

きます。場所の解らない方は私

の記事が縦組み30ページのロータリーアットワー

の方へ申し出て下さい。

クに掲載されています。ご覧下さい。
10. まちかど雛めぐり実行委員会より「第17回まちか
ど雛めぐり
ます。

実行資金寄付のお願い」が届いてい

理事会にて検討

11. 浦和東ロータリ ークラブより「創立 50周年記 念
チャリティゴルフ大会のご案内」が届きました。
日時
クラブ

2020年3月17日(火)

東部藤が丘カントリー

1/31締切り

12. 過日行われた「指名委員会・クラブ研修リーダー
委員会」に於いて、2021-2022度会長候補者に奥津
雅史会員が満場一致で指名を受けました。通常例
会が無かった為、報告が遅れましたこと御詫び致
します。又、持ち回り理事会の承認を受けており

本日のテーマ

「年次総会」

ます。

◆加藤哲男会長エレクト

13. 過日の理事会に て、我がクラブより飯淵 昭二会

皆 さ ん こ ん に ち は。無 事 に

長、奥津雅史幹事、藤田恵子理事が地区役員の推

帰って参りました。今まで国際

薦が承認されました。採用については、地区にお

奉仕には、余り関心が無かった

任せです。

のですが、今回のタイへの支援

14. ロータリー米山奨学会より「ハイライトよねやま

に 関 し ま し て は、流 石 に 国 際

236号」が届いています。回覧

ロータリーの素晴らしさを知り

15. 本日のレターケースに①ガバナー月信12月号と週

ました。

報が入っております。ご確認下さい。

さて、年次総会の件ですが、概ね理事さんなどにも
お声掛けさせて頂きましたが、改めて次週に、はっき
りした方のお名前を報告させて頂く事で、本日のとこ
ろはご了解頂きたいと思います。
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◆中里 仁青少年育成委員長

◆奥津雅史幹事

見沼代用水が世界かんがい施設遺産に登録されました。

私は、飲食業に関わっていますので、3日目の夜にカ

令和元年9月4日(水)にインド

ニの料理が出ましたけど非常に美味しかったです。今

ネシアのバリで開催された「国

まで食べた中でも一番美味しい物の10番以内に入るか

際灌漑排水委員会(ICID)」国際

なぁ～と思います。ゴルフも楽しかったです。ゴルフ

執行理事会において、見沼代用

ボールは7個持っていきましたが、最後1個しか残らな

水土地改良区が申請した「見沼

かったです。

代用水」が「世界灌漑しせつ遺
産」として登録されました。県内初の登録となりま

◆杉田政男副会長

す。世界灌漑施設遺産とは、かんがいの歴史・発展を

私は、着いた日に８３階のビル

明らかにし、理解醸成を図ると共に、灌漑施設の適切

の細長い建物の８０階から見ま

な保全に資するために、歴史的なかんがい施設を国際

したが、昔行った頃から比べる

灌漑排水委員会(ICID)が、認定・登録する制度です。

と治安も良く発展した様子がわ

この制度は、平成26年から開始されており、平成30年

かりました。

までの日本国内の登録数は、35施設となっています。
◆小宮

施設所在地は行田市他14市２町、共用開始は1728年

勇直前会長

で、利根川中流域の利根大堰から取水し、18世紀から

こんにちは。私は建物が発達

現在まで、埼玉県東部に位置する1万ヘクタールを超

していまして、東京と変わりな

える広大な農地に用水を供給する幹線延長約80Ｋｍの

い位に感じました。車もトヨタ

用水路。米の増産によって幕府の財政を完全する為、

系が多かった様に思いました。

八代将軍・徳川吉宗の命により、井澤弥惣兵衛為永が

気候も暑いですが、爽やかでし

築造しました。 (埼玉県ホームページより一部引用)

た。学校も感激を受けました。
個人的には、支援をやって良かったと思いました。

◆加藤哲男会長エレクト
◆山崎和雄奉仕プロジェクト理事

タイ報告
私は、ヨーロッパなど何回か海外に行きましたが、タ

タイの報告の前に段ボールの

イは気候の良い時期で暑かったですけれど風が爽やか

益金2,320円を預かってきまし

で木陰に入ると涼しくてしのぎ易かったです。又、楽

たので、スマイルで無く本会計

しかったです。現地の子供達も先生方もとても可愛い

に入れて頂ければ良いと思いま

ですね。

す。菊池和彦会員、宮本和寿会
員、橋本

■ 清水 常三 会員
■ 山形 照之 会員
■ 菊池 和彦 会員

12月 ご結婚記念・お誕生祝い
■ 清水 常三 会員
■ 藤田 恵子 会員

昇会員などのご協力

ご結婚記念
〃

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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お誕生祝い
〃
〃
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によります。

阿津澤

清

タイは一通り扇風機なども付いていますが、壊れて
宮本

和寿

斎藤

公司

遠藤

光治

ただ壊れていて使えないと言う事です。

清水
菊池

常三
和彦

◆中里 仁青少年育成委員長よりひと言

杉田

政男

関根

隆光

いて使えないなど、経済的に理由があるのかと思いま
した。以前行ったカンボジアなどよりは、恵まれてい
ると感じました。カンボジアの場合は飲み水も無い、
井戸も無い様な状況でしたので、それから見ると恵ま
れています。車も自転車も何もかも揃ってはいます。

感じたのは、戦争の悲惨さを感じてきました。

出席報告の斉藤
公司会員とスマ
イル報告の京野
新 悟 会 員、い つ
もご苦労様で
す。下 の 写 真 は
例会風景。

橋本かほる
中里
京野
小泉

仁
新悟
真悟

奥津
萩原

雅史
満久

タイの国際奉仕ご苦労様でした。行け
なくて申し訳ございませんでした。
国際奉仕の皆様、視察ご苦労様です。
小泉さん共に楽しみましょう。
次年度の新役員さん、ご苦労様です。
宜しくお願いします。
今年も年次総会の時が来ましたね。次
年度も良い方向に行きます様に。
結婚・誕生祝い有難うございます。
誕生祝い有難うございました。先輩方
を見習って精進してまいります。
12月の結婚、誕生祝いの皆様、おめで
とうございます。タイ旅行の皆様、お
疲れ様でした。
月日の経つのは早いもので、今月も師
走に入りました。毎年月日の経つのが
早くなります。
タイ視察、お帰りなさい。お話次回楽
しみにしています。
これから八ツ頭掘ります。
タイ訪問お疲れ様でした。
先日、入会させて頂きました。今後と
もどうぞ宜しくお願い致します。
加藤 和正
萩原 秀咲
増渕
明
田中 徹夫

ニコニコBOX金額報告
12/10合計

３８，０００円

今年度累計

５２４，８４０円

ニコニコＢＯＸ・出席報告
飯淵
山崎
小宮

加藤

昭二
和雄
勇

哲男

タイ視察、無事に帰ってきました。
タイ補助金事業の検証に行って来まし
た。
タイ補助金事業視察旅行、飯淵会長、
奥 津 幹 事、藤 田 様、水 戸 様、国 際 奉
仕、大変ご苦労様でした。良き思い出
として良かったです。
「年次総会」ワクワクドキドキです。

2019～’20年度
例 会 日
例 会 場
クラブ事務局
U R L

出席報告
例会日

総数

出席

欠席

Ｍｕ

出席率

12/10
免除3名

30
(3)

22
(2)

6

2

85.71%

11/26修正
免除3名

30
(3)

22
(3)

5

3

92.59%

会
長
幹
事
会報委員長

飯淵
奥津
藤田

岩槻東ロータリークラブ

毎週火曜日 12:30～13:30
さいたま市民会館いわつき
Tel 048-756-5151
Tel 048-757-9786
Fax 048-756-5539
http://www.iwatsuki-east-rc.org
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昭二
雅史
恵子

