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第34例会 6月16日(火)1887号
会 場 市民会館いわつき 301
点 鐘 12:30

本日の例会
第1888例会 6月26日(金)
会
場 パレスホテル大宮
例会テーマ 飯淵年度最終例会
担
当 会長・幹事
親睦活動委員会

■
会長挨拶

テーマ
担 当

各理事一年間の報告
会長・幹事

飯淵昭二会長

皆さん、こんにちは。今日は水の汚れについ
て少しお話しします。
水は私たちの生活にとって必要不可欠のもので
す。
飲み水だったり、調理用だったり、洗濯に使っ
たり、お風呂やシャワーにも使います。庭の植

次回例会案内
第1889例会 7月7日(火)
会
場 市民会館いわつき 301
例会テーマ 加藤哲男年度初例会
｢会長･幹事所信表明｣
点
鐘
斉
唱
ご来客紹介
会長挨拶
お客様挨拶
幹事報告
委員会報告
スマイル報告
例会テーマ
担
当
出席報告
次回例会案内

12:30
君が代・奉仕の理想
加藤哲男会長
加藤哲男会長

木にも、掃除や洗濯にも使っています、トイレも今の日本では、ほぼ水洗
ですから水が不可欠です。
でも使った後の水はとても汚れています。洗剤や石鹸、シャンプーが混
じっていたり、新型コロナウイルスも清掃に使った水には混じっていたり
します。
トイレの水はもっと汚いですよね。
これらの水をそのまま川や海に流したらどうなるのか。私が子供のころの
墨田川はとても臭くてゴミがぷかぷか浮いていました。
水面では得体のしれない気体が川の底からぷくぷく浮かび上がっていました。
工場排水の規制もゆるく河川の汚染のもう一つの主役といえます。

萩原満久幹事
例会委員会
会長･幹事所信表明
会長・幹事
出席奨励委員会
増渕 明例会委員長

父親から（ちなみに父は大正7年生まれでしたが）墨田川で泳げたと言っ
ていました。現在の河川は非常にきれいになり50ｐｐｍから100ｐｐｍく
らいの汚染度になっているそうです。
魚達も戻ってきています。これは各工場からの排水が非常に厳しく規制さ
れたことも一因としてありますが、各家庭からの排水とか雨水などが下水
処理場、現在は水循環センターと呼ばれていますが、運ばれて処理されて
川に流されているからなのです。私たち岩槻区はどこの水循環センターに
運ばれて処理されているかというと三郷にある「中川水循環センター」で
処理されています。
延々岩槻の下水は下水管を通って傾斜を使って流され三郷へと運ばれてい
るのです。
この中川水循環センターは非常に処理能力に優れています。
県の基準では川に再放流する場合20ｐｐｍ以下という基準があります。中
川では1ｐｐｍまで下げて放流されています。ちょっとオーバースペック
かなと思うほどです。
川の水が50から100ｐｐｍですから放流することで川の水が奇麗になって
いくという計算になります。
この中川には東京都の三郷浄水場があります。中川水循環センターの下流
側の隣に位置します。
ここは中川の水を取水して飲み水を作っています。
もし現在は中川水循環センターと配管では接続されていませんが、これを
つなぐとよりきれいな水が供給されるわけで、万が一工場よりの有害物の
流出事故が発生して川からの取水ができなくなった時でも取水が継続でき
るメリットがあるわけですが、多分実現されないと思います。
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７月お誕生日･ご結婚記念の
皆様おめでとうございます！
■ 萩原
■ 丹野
■ 中里
■ 増渕
■ 飯淵
■ 京野

秀咲会員
寿明会員
仁会員
明会員
昭二会員
新悟会員

お誕生祝い
〃
〃
〃
ご結婚祝い
〃

WEEKLY REPORT

付け加えてお話ししますが水循環センターでの浄化方法は生物によるもの
が主流です。
薬品によるものは皆無ではないですが非常にすくなく処理されています。
ｐｐｍとは100万分の幾つという単位です。％は100分の1です。

幹事報告

奥津雅史幹事

1. 第4G次年度ガバナー補佐 小暮昭弘様より、
「さいたま市長表敬訪問｣の案内が届きました。
・日時

2020年7月7日(火)

AM9:30～

・場所 さいたま市庁舎 1F

正面玄関

加藤哲男会長エレクト予定に入れて下さい。
2. 地区より、米山学友会主催 研修旅行会のお誘い
・日時

7. 川口モーニングRCより「アイメイトチャリティゴ

2020年6月27日(土)

ルフ」が中止になり返金されました。

AM7:00大宮ソニックシティビル西側道路
集合

8. 本日のレターケースに、 ①ガバナー月信

AM7:30出発

合併号

・場所

米山梅吉記念館

・会費

ロータリアン １万円

②週報が入っております。ご確認下さい。
国際ロータリー日本
財団よ り、山崎和雄
会員にマルチプル
ポールハリスフェロー
３回目の賞状とバッ
チが届きました。

奨学生 4,000円(クラブ負担)
・申込み6/22迄
3. 地区より「ペットボトルキャップ買取り価格改定
及び事業中止のお知らせが届きました。
4. 同じく地区よりキャップの売却価格明細が届きま
した。今回は我がクラブは1,000円で9.26弗をポリ

委員会報告

オへ寄付する事になりました。

◆遠藤光治地域社会奉仕委員会委員

5. 国際ロータリー財団室より杉田政男会員に1,000弗
の領収書と山崎和雄会員にマルチプルポールハリ

ペットボトルの価格の改正が

スフェロー3回目のバッチと領収書が届きました。

行われ、6月一杯は1キロ10円で

6. 米山奨学会より「ハイライトよねやま243号」が届

したが、7月からは回収をやめ

きました。回覧

るとの連絡が参りました。6月

■
■
■
■

６月 ご結婚記念・お誕生祝い
■ 斎藤 公司 会員
■ 橋本かほる 会員

5・6月

お誕生祝い
〃

菊池 和彦 会員
丹野 寿明 会員
水戸
恵 会員
飛田美佐子会員

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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ご結婚祝い
〃
〃
〃
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一杯までに私の所へ持参して下さい。

の滝見学⇒五浦観光ホテル大観荘にて温泉と
夕食(カラオケ)
5. 忘年例会…12月21日(土)

◆増渕 明管理運営担当理事

岩槻区南平野：プリュームブランにて実施

再度ご案内をさせて頂きま
す。6/26(金)4:15集合で、記念

美味しいウニクリームパスタや、イタリアン

写真を撮ります。岩槻駅には、

料理、お酒を楽しんでいただきました。

3:30分、集合・出発で参ります

6. 新 年 例 会…1 月 11 日 ( 土 ) 岩 槻 区 ： 久 伊 豆 神 社 に

ので、宜しくお願い致します。

て、厳かな雰囲気の中、新年のご祈祷を行っ
た後、せんべい家にてうなぎをメインとした
会食を実施いたしました。
7. 花見例会…3月31日(火) 小泉会員の円福寺様で座禅
会を行い、心身を清めた後、焼き鳥さぶちゃ
んにて会食の予定でしたが、新型コロナウイ
ルス対策の為、中止となり残念です。
8. 夜間移動例会…5月26日(火)

岩槻区：にぎわい

交流館いわつき内のヨロ兼カフェにて、夜間
移動例会を行う予定でしたが、新型コロナウ
イルス対策の影響により閉館の為、中止とな
り残念です。
9. 家族同伴最終例会…6月26日(金)

パレスホテル

大宮にて実施予定です。和洋のコース料理と
ピアノ、パーカッション、ボーカルによる生
演奏を楽しんで頂ければと思います。

本日のテーマ 「各理事一年間の報告」
◆増渕 明 管理運営委員会担当理事

◆阿津澤 清会員増強委員会理事

2年目となった管理運営委員会の担当理事でした

今日は最後の例会場での会合

が、まだまだ至らない点も多く皆様のご協力とご指導

が、出来て良かったですね。

にて何とか終えることが出来ました。この場をお借り

２月後半～5ヶ月間、新型コロナ

して御礼申し上げます。一年間有難うございました。

ウィルスの為地区の行事も、例
会も何も出来なくなりました。

◆萩原満久親睦活動委員長

こういう事は初めてだと思いますが、これ以上拡大さ

1. 結婚誕生祝い…毎月、第一例会に当月の結婚月の

せない様にしたいですね。

会員にお花の贈呈、誕生月の会員に果 物の盛

経済的にもたいへん悪影響が懸念されています。今後

り合わせを贈呈
2. 納涼例会… 7月27日(土)

も会員増強を精力的にやっていこうと思います。

東京湾ナイトクルージ

今年度は小泉さんに入会して頂きました。また、次年

ング ⇒ 台風の影響により延期

度へ橋渡しができる様に、資料も提供していきたい。

10月26日(土) に国際奉仕のポリオデー と併せ
て実施

皆様のご協力を感謝して、今後ともよろしくお願い致

サックス・ギター・アコーディオンの

します。

生演奏 をバックに夜景と料理を楽しんでいた
だきました。

◆藤田恵子公共イメージ委員会理事

3. 残暑払いバーベキュー例会…9月14日(土)

本年度は小林操ガバナーのご

飯淵会 長宅にて、旬のサンマやホタテ、お肉

意向で公共イメージ委員会は1

などを沢山のお酒と一緒に堪能させていただき

年を通じて全面的に『ポリオ撲

ました。
4. 親睦旅行…11月16日(土)～17日(日)

滅 活 動』に 取 組 ん で 参 り ま し

茨城グルメ

た。

ツアー

8月18日の「岩槻まつり」では社会奉仕委員会と合

豊年満作にて奥久慈軍鶏のすき焼御膳 ⇒袋田
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同で『ポリオ撲滅チャリティーイベント』を開催しま

◆萩原秀咲青少年奉仕委員会理事

した。ポリオに関するクイズと募金を実施し、綿あ

青少年奉仕委員会といたしま

め・ポップコーン・かき氷・バルーンアートの無料配

しては、前期に稲山君（当クラ

布、そして大道芸人のパフォーマンスで大いに盛り上

ブでフランスへ派遣しました）

がりました。ポリオに対しての理解も深まり支援の輪

妹の、稲山友梨さん（星差国際

が広がりました。会員全員が揃いの赤いポリオTシャ

高校２年生）のフェンシングで

ツを着て活動している様子が、「ロータリーの友」と

オリンピックへ出場を目指して頑張っています。卓話

地域新聞「らうんじ」にそれぞれ掲載され、クラブの

を、令和元年11月26日に開催いたしました。当日は

活動を広く発信することができました。

フェンシング スタイルもして頂き卓話に花を添えて

2770地区ミッションである10月24日の世界ポリオデー

頂きました。皆さんも稲山友梨さんの頑張りに感動さ

については、親睦委員会を中心に26日の「東京湾ク

れたのではないでしょうか？

ルージング例会」において『ポリオ撲滅チャリティー

後期では、青少年の交通事故対策といたしまして、自

コンサート』を開催。

転車に取り付けるピカピカ光る反射板を、青少年のス

チャリティーコンサートでプロの演奏を楽しんでいる

ポーツ大会で参加者に贈呈をし、岩槻東ロータリーを

様子を2770地区のポリオ撲滅イベント専用Facebookに

PRする予定でしたが、コロナの関係で青少年のスポー

投稿しました。沢山の募金が集まり２つのイベントの

ツ大会が開催されませんでしたので、残念ながら中止

合計額は72,707円でした。

を致しました。

地区大会において、一新した入会案内パンフレットが
コンテストで入賞しました。

◆橋本かほる財団・米山理事

ロータリーの事がわかりやすく、そして岩槻東クラブ

日頃から大変ご協力を頂きま

のエッセンスが詰まったパンフレットです。会員増強

して、有難うございます。今年

活動にドシドシ活用してください。

度は米山記念奨学委員の平田利

また今年は40周年という事でクラブのベストも作成し

雄様にお願い致しました。以前

ましたので、今後も引き続きイベントで着用しPRに役

は中国の学生が多かったのです

立て頂ければと思います。

が、最近はベトナムの学生が多く奨学生になっている

今後の課題としてSNS（クラブのFacebook等）の活用

お話がございました。財団では、三枝和男様の卓話を

についてどのように取り組むべきか、一度全会員で考

頂きました。

えて見てはどうかと思います。

寄付に関しては、毎回例会時に皆様からのご寄付を頂

以上、不慣れな理事ながら皆様のご協力により無事に

きました。特に杉田政男会員には、2250弗と云う沢山

1年間活動を終えることができました事を心より感謝

の寄付をして頂き、飯淵会長にも早くにベネファク

申し上げます。

ター(恒久基金)に1000弗のご寄付をして頂きました。
お陰様で今年度はいずれも100%達成出来ました。皆様

◆山崎和雄奉仕プロジェクト担当理事

のご協力に感謝いたします。

今年度、一番大きな国際のプ
ロジェクトは何と云っても「地
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

区補助金大口枠」を使ったタイ
への支 援事業だったと思いま
す。7月早々にタイへ浄水器・
扇風機・パソコンなどを寄贈致しました。
40周年記念と云う事で行いました。又、12月に検証旅
行に行ってまいりました。補助金は32万円ほどとクラ
ブの小宮年度の繰越金25万円とクラブ会員の有志の
方々からの寄付を頂き大きな金額が集まり、何とか無
事に行ってまいりました。
その後は、新型コロナウイルスの為に、縮小して今に

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

至っております。

4

IWATSUKI-EAST ROTARY CLUB

WEEKLY REPORT
山崎

和雄

加藤

哲男

斎藤
小宮

公司
勇

藤田

恵子

宮本

和寿

創始者( Founders of Rotary )
1905年、シカゴ市に最初のRCを創設したポール・
P・ハリスを指す。彼は1947年1月27日死去した。彼
とともに最初のロータリーの会合を持った人は仕立
屋のハイラム・ショーレ、石炭商のガスターバス・
ローア、鉱山技師のシルベスター・シールの３人
で、ポール・ハリスを入れた４人をＲＩ創立４祖と
云う。ポール・ハリスは弁護士であった。

橋本かほる
丹野 寿明
飛田美佐子

創立会員( Charter Member )
ＲＣの創立会員、すなわちＲＩ加盟前に選ばれた

小泉

真悟

山形
遠藤
関根
萩原
増渕

照之
光治
隆光
秀咲
明

会員。２０名以上の創立会員名を記載した申し分の
無い名簿を提出しなければならない。(現在は１０名
となっている。)
男性のみ、女性のみを会員資格とする新クラブ結
成は、ＲＩの精神に沿わない。クラブの加盟申請書
の一部としてＲＩ理事会に提出された会員名簿は、
クラブの創立会員とみなされる。申請に関するＲＩ
理事会の決定が行われるまでは、この名簿に載って
いる以外に新たに会員を入会させる事は出来ない。

私事ですが、6月より社長を引退し会長
に変わりました。今後のお付き合い宜
しくお願いします。
6月の結婚・誕生祝いの皆様、おめでと
うございます。今年度の各理事、会員
の皆様、お疲れ様でした。次年度宜し
くお願いします。
誕生日、お祝有難う。85歳です。
飯淵年度、短い例会でしたが、密度の
濃い年度でした。ありがとう!!
飯淵会長、奥津幹事、激動の40周年で
したが、1年間大変お疲れ様でした。来
週の最終例会が無事に実行できます様
に祈念しています。
遅くなり申し訳けありません。休みが
続いたので、ボケています。
最後の通常例会、天気も晴れて良い日
になりました。
お祝い有難うございます。
結婚祝い有難うございます。30年良く
もったものです(^_-)-☆
いよいよ暑くなってまいりました。マ
スクはかなりの負担です。
よろしく。
皆さんといっしょ…。
奥津 雅史
田中 徹夫
京野 新悟
加藤 和正
清水 常三

ニコニコBOX金額報告
6/16合計

４０，０００円

今年度累計

１,００１，４０６円

ニコニコＢＯＸ・出席報告
飯淵 昭二
阿津澤

清

菊池 和彦

杉田 政男

出席報告

今年度、定例会場では最後の例会とな
りました。1年間有難うございました。
飯淵さん、奥津さん大変ご苦労様でし
た。最終例会は楽しくやりましょう。
飯淵年度も残すところ来週の最終例会
となりました。本日は結婚祝い有難う
ございました。
飯淵年度、最終例会です。役員・会員
の皆様、有難うございました。
2019～’20年度
例 会 日
例 会 場
クラブ事務局
U R L

例会日

総数

出席

欠席

Ｍｕ

出席率

6/16

29
(4)

24
(2)

3

2

88.88%

6/2修正

29
(4)

24
(3)

2

0

84.61%

会
長
幹
事
会報委員長

飯淵
奥津
藤田

免除4名
免除4名

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

IWATSUKI-EAST ROTARY CLUB

WEEKLY REPORT

2019～2020年 飯淵年度 一年間のあゆみ
■ 国際奉仕活動 8/26-9/1 タイ・ピッサノローク県
ワットドンアバイ小学校支援

■ 家族同伴親睦旅行

11/16茨城グルメ

■ 岩槻まつり

8/18

■ 小泉真悟会員入会

11/26

■ 補助金事業

9/21 県立養護施設いわつき支援

■ 忘年例会

12/21 プリュームブランにて

■ 新年例会

1/11 久伊豆神社にて

■ 納涼東京湾クルージング

10/26
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