
 

  

 
 

児童養護施設いわつき 園長 川方弘子様 

 

 
 

新型コロナウィルスの集団感染 クラスター

が、首都圏を中心に再度拡大の傾向を示してい

ます。これは全てにおいて人が要因であり、密を

避けての自己防衛に努めるほか無いのかなと思

います。 

前回のガバナー公式訪問例会に続き、リモー

ト最終となる青少年奉仕部門セミナー及び、職

業奉仕部門講演会そして飯淵年度の最終理事会開催と皆様大変お疲れ様で

した。又、本日の第 6回定例理事会においては 12 月〜 2 月までの例会プロ

グラムについての確認をします。 

そして本日は、地域社会奉仕委員会の担当による「児童養護施設いわつ

き」の園長である川方弘子様より卓話を頂戴いたします。日頃より乳児、児

童の養育から自立後まで向き合い、そして見守るという重要な立場におら

れる訳で、我々ロータリークラブも地域との交流、連携で一助を担えれば…

と思う次第です。   

最後に、いつも通り“見つめ直そうロータリークラブの在り方” 

     「全員で栄光ある原点回帰へ」   

そろそろ鍋の季節です、ご自愛ください。                                                

 

 
 

1. 地区より ｢米山奨学部門・学友会合同バス旅行｣ の案内が届きました。 

 ・日時 11月28日(土) AM7:30 大宮ｿﾆｯｸｼﾃｨ前集合 AM8:00 出発 

 ・日光方面 学生 1名5000円  ロータリアン 10,000円 

2. 地区より「2019-2020年度 地区活動費と財

産目録」が、送られてきました。 

3. 地区より「ライラ研修の再募集」が届きまし

た。 詳細は事務局まで 

4. さいたま市交通安全協会より新型コロナ禍に

より市民大会中止のお知らせが届きました。 

5. さいたま市特別支援養育振興会より、「施設

見学会中止」のご案内が届きました。 

6. 東日観光株式会社より2021年台北の国際大会の募集パンフレットが届

きました。 詳細は事務局まで 

7. 第4G小暮ガバナー補佐より「会長・幹事会の案内」が届きました。 

 ・日時 11/13日 

 ・場所 ふな又  

第15例会 2020年11月24日発行 

お客様紹介 

幹事報告 萩原満久幹事 

会長挨拶 加藤哲男会長 
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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 
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 8. レターケースにロータリーの友、ガバナー月信、

週報14号が入れてあります。ご確認下さい。 

9. 本日例会終了後「第6回理事会」を行います。関係

者は参加お願いします。 

  

 
 

2019-2020年度 会計報告並びに監査報告 

◆会計 関根隆光  

〇 収入について 

1.収入の部については、藤堂昇

会員退会により120,000円減額          

2.新会員小泉会員のみで下期会費

(特別会費含む) 140,000円 
 

〇 支出について 

クラブ運営費が全体的に予算オーバーになっておりま

す。会場費については、コロナの関係と最近の卓話者

は映像によりプロジェクター・スクリーン・電源等の

費用が加算されています。 

コピー機とシュレッダーを新規に入替え、リース料等

の費用が発生しました。 

褒章費では会員高齢の為、古希・傘寿等の祝い事と慶

弔費のご尊父様の葬儀2件、会員の病気見舞金5名など

です。 

予備費は週報用ファイル代、入会案内作成100部、グ

ループ名簿代などです。 

その他のクラブ管理運営費・奉仕プロジェクト・スマ

イル特別会計などは、良好に運営されており、特に問

題はございません。 

※結果、今年度繰越金として346,624円と致しまし

た。累計2,077,882円の繰越金となります。 

◆会計監査 山崎和雄 

 去る10月30日「おくゆき」に

て、会計監査を行い伝票・金銭

出納・元帳・通帳等が適正に処

理された事を認めました。ここ

にご報告を致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆橋本かほる財団委員長 

 11月は、円高で1弗104円と

なっております。本日、関根さ

ん、斎藤さんに250弗と米山に

阿津澤さんに25,000円のご寄付

をして頂きました。ご協力有難

うございます。  

委員会報告  

 IWATSUKI-EAST ROTARY CLUB WEEKLY REPORT 

 
 

■ 杉田 政男会員 ご結婚記念 

■ 遠藤 光治会員   〃 

■ 萩原 秀咲会員   〃 

 
 

■ 末次 哲朗会員 お誕生祝い 

■ 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、結婚月・誕生月の皆様、お目出とうございます。結婚祝いには「林檎」をご自宅へお送り致しました‥。 
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◆卓話者紹介 丹野寿明地域社会奉仕委員長 

本日は大変お忙しい中、

児童養護施設いわつきの川

方弘子園長様には、私共の

クラブの実情を知って頂く

意味と又、施設の内情等を

聞かせて頂く事を考えて、

卓話にお越し頂きました。 

どうぞよろしくお願い致します。 

 

社会福祉法人 埼玉県社会福祉事業団 

児童養護施設いわつき 園長 川方弘子様 
 

◎埼玉県社会福祉事業団の経営理念 

「利用者、職員、地域社会

がお互いに支え合い、共に

歩む施設を目指し、地域福

祉に貢献します。」 

 

 

◎「児童養護施設いわつき」の基本方針 

埼玉県児童養護施設の指定管理者として、適切な管

理・運営に努めると共に、次の基本方針に基づいた施

設運営を行う。 

1.児童一人ひとりの状況に応じた支援の充実 

2.心の傷を癒す治療的養護の充実 

3.安心・安全な生活の保障 

4.地域との交流・連携の充実 

 

◎児童養護施設「いわつき」概要 

令和2年11月1日現在 

1. 概 要 

 開  所： 昭和57年7月1日 

 敷地面積： 11,028㎡ 

 建物面積： 3,010㎡ 

 建  物： 居住棟（東･西･南･北） 

  管理棟 厨房棟 乳児院 

 定  員： 88人 

2. 沿 革 

 昭和57年 7月 県内3ヶ所目の県立養護施設いわつき

  として、入所定員80名にて開所。 
    

   埼玉県社会福祉事業団が運営を受

  託。居住棟4棟が独立した小舎制の

  建物となっている。 

 平成10年 4月 児童福祉法一部改正により、県立

  児童養護施設いわつきとなる。 

 平成12年 4月 定員を84人に変更 

 平成13年 4月 定員を88人に変更  

 平成17年10月 ｢いわつき乳児院｣を開所(定員9人) 

 平成18年 4月 県立児童養護施設いわつきの指定

  管理を埼玉県社会福祉事業団が受

  ける。 

 平成19年10月 居住棟内部改修工事を行う。改修

  工事に伴い居住棟4棟体制から3棟

  体制に変更となる。 

 平成21年 3月 改修工事終了。 

 平成21年 4月 居住棟4棟体制に戻る。 

 IWATSUKI-EAST ROTARY CLUB WEEKLY REPORT 

本日のテーマ 外部卓話  

児童養護施設へお礼の蘭をプレゼント! 
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 2020～’21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   加藤 哲男 
例 会 場 さいたま市民会館いわつき Tel  048-756-5151 幹    事  萩原 満久 
クラブ事務局   Tel 048-757-9786  Fax 048-756-5539 会報委員長 遠藤 光治 

U    R    L http://www.iwatsuki-east-rc.org 

  

 IWATSUKI-EAST ROTARY CLUB WEEKLY REPORT 

  

 

 

 

 
 

加藤 哲男  埼玉県社会福祉事業団 児童養護施設い

わつきの園長様、本日は、ようこそお

越し下さいました。卓話、宜しくお願

い致します。 

萩原 満久  児童養護施設いわつきの園長 川方様、

ようこそ岩槻東RCへお出で頂きまし

た。本日は、宜しくお願い致します。 

飯淵 昭二  本日、関根さん、会計報告宜しくお願

い致します。 

阿津澤 清  バイデンさん、おめでとう。コロナの

ワクチンが出来た様なアメリカの情報

です。 

山崎 和雄  「児童養護施設いわつき」の川方様宜

しくお願い致します。 

丹野 寿明  「児童養護施設いわつき」の川方様、

本日は卓話有難うございます。 

( 同趣旨 )   遠藤 光治   菊池 和彦 

       藤田 恵子   橋本かほる 

中里  仁  大栄住宅内の植木、手入れやっています。 

斎藤 公司  誕生月の方々、おめでとうございます。 

小宮  勇  11月に入り、大分寒くなりました。風

邪を引かない様にして下さいね。 

杉田 政男  秋晴れの青空で、最高です。気温は此

の秋最低の5℃でした。カゼに気を付け

て下さい。 

山形 照之  早退します。 

田中 徹夫   増渕  明   奥津 雅史 

関根 隆光   萩原 秀咲   加藤 和正 

飯淵年度より    

 

 

 

 

例会日 総数 出席 欠席 Ｍｕ 出席率 

11/10免
除4名 

28 
(4) 

21 
(1) 6 2 81.48% 

10/20修正 

免除4名 
28 
(4) 

23 
(1) 2 1 88.88% 

出席報告  

ニコニコBOX金額報告  

11/10合計 ３０，７４０円 

今年度累計 ４９０，７４０円 

ニコニコＢＯＸ・出席報告 

 

国際奉仕におけるロータリークラブの責務 

( Responsibility of the Rotary Club in Inter-

national Service ) 

 

◎ ＲＣは、政府や世界問題あるいは国際間の政策に

影響を与えるような団体行動をとってはならな

い。 

◎ ＲＣで、討論会を開催して、公共の問題を論じて

も差し支えない。 

◎ ＲＩの方針としては、ＲＣが核時代や貿易などの

国際問題を公平な立場で討論するプログラムを退

けるものではない。 

◎ ＲＣにおいて国際的な論題を取り上げる場合、論

者に他国の国民を攻撃しないように注意してほし

い。 

◎ ＲＣは、国際問題に関係をもつ特定の計画に関す

るいかなる決議をも採択してはならない。 

◎ ＲＣが存在する国家間の関係が緊迫している場合

には、悪意や誤解を増すことがないように、関係

国及び他の国々のクラブは、細心の注意を払わな

ければならない。 

 ＲＣとロータリアンは、なお一層の努力をして、

世界中の人々の間に理解と親善を奨励・助長する

よう要請されている。  

 

写真は、児童養護施設の

子供達の活動風景と施設

の全景です。幼児から高

校生までの88名が生活し

ております。(パンフレットより) 


