
 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

■ 清水 裕次 お誕生祝い 

■ 水戸  恵   〃 

■ 末次 哲朗 ご結婚記念 

■ 萩原 秀咲   〃 

■ 小宮  勇   〃 

■ 橋本かほる   〃 

 

 

 
 

紙面の関係で、故事・名言は次回と

させていただきます。 

 
  

学校が春休みになりました。卒業式あり、

新しい進路へ向う人あり、定年で退職する人

あり、人事異動あり大変な変化への切り替え

の時期です。 

那須高原のスキー場で雪崩が発生し７名の

高校生と１名の先生がなくなりました。山岳

部の伝統行事のようです。 

我孫子市でも小学生が全裸で殺されました。痛ましい事故が多いです。 

 また、スポーツではＷＢＣでは惜しくも侍ジャパンは敗退してしまいま

した。 

大相撲では稀勢の里が逆転優勝を果たしました。大きなけがをして休場す

るかと思いましたが、素晴らしい気迫で最後まであきらめない心で感動し

ました。横綱は今まで１日しか休んだことがないということです。 

 甲子園でも岩手県の不来方高校も３対１２で敗退してしまいました。10

人が全員出場したようです。 

春闘も始まります、今年は「働き方改革」が問われています。 

 少子化で働く人が減少しています。大企業でも大量に退職者が出るので

新人を獲得しています。そのあおりで中小企業は求人難です。パート・ア

ルバイトの時給アップ、募集広告の経費アップで大変です。 

 姫路のこども園での働き方が報道されていましたが、違法な労働契約書

を隠蔽していたことが発覚しました。定員を大幅に超える園児の受け入

れ、遅刻や早退が30分以上の人は２日間のボランティア勤務、無断欠勤は

７日間のボランティア勤務など、遅刻１回につき１万円を給料から天引き

する仕組みになっていた、ひどい「こども園」もあるものです。 

 

 
 

1. ＲＩ日本財団より４月のロータリーレート

が１弗１１６円との知らせが届きました。 

2. 米山記念奨学会より「継続カウンセラー 奨

学生資格確認報告」の依頼が届きました。 

3. 先日メーキャップに来られた東京御苑

RCの河野坦司さんから「福島の民芸

品・赤べこ」が送られてきました。 

4. 久伊豆神社より「春の例大祭」の案内が

届きました。 

  日時 4/19(水) 10:00～ 

 

 

 

会長挨拶 阿津澤 清会長 

阿津澤年度(2016～2017)  

岩槻東ロータリークラブ週報 

     

第36例会 2017年4月11日発行 

第36例会 3月28日(火) 1753号 
会 場 市民会館いわつき301  
点 鐘 12:30 

テーマ 会員リレー卓話 
担 当 ロータリー財団･学友委員会 
  

会   場 岩槻いちごファーム 

 光秀寺・徳樹庵 

例会テーマ いちご狩りと座禅例会 

担   当 親睦活動委員会 

例会案内 
第1754例会 4月4日(火) 

４月お誕生日･ご結婚記念の 

皆様おめでとうございます！ 

本日の例会 
第1755例会 4月11日(火) 

会   場 市民会館いわつき 301 

点   鐘 12:30 

例会テーマ 開智中学･中高一貫部

 校長 溜 剛 様卓話 

担   当 国際奉仕委員会 

斉   唱 君が代･奉仕の理想 

ご来客紹介 阿津澤 清会長  

結婚誕生祝 親睦活動委員会 

会 長 挨 拶 阿津澤 清会長  

幹 事 報 告 藤 堂 昇幹事 

委員会報告 

スマイル報告 例会委員会 

出 席 報 告 出席奨励委員会 

次回例会案内 宮本 和寿例会委員長 

会   場 市民会館いわつき 301 

例会テーマ ラ イ ラ 報 告・少 年 サ ッ

 カー大会について 

担   当 青少年奉仕委員会 

次回例会案内 
第1756例会 4月18日(火) 

幹事報告 藤堂 昇幹事 

東京御苑RCの河野坦司様から贈られて

参りました「福島の赤べこ」です。 
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◆奥津雅史親睦委員長 

来週の「いちご狩り、座

禅例会」のご案内を簡単に

させていただきます。午後

２時30分に埼玉りそな銀行

前出発でございます。いち

ご狩りの後は関根先生の所

で座禅を行い、その後「徳樹庵」にて、食事会とし終

了後、岩槻駅到着は午後8時予定です。 

 

◆遠藤光治次年度地域社会奉仕委員長 

岩槻まつりに関して、報

告させて頂きます。元市役

所跡地が祭りに使用できな

くなりましたので、一宿通

りの方に祭り本部が移動す

るとの事です。日にちは8月

19日が花火大会で8月20日が「岩槻まつり」となりま

す。協賛金については、平年並みですので宜しくお願

い致します。 

 

◆橋本 昇会員 

いちご狩りにご利用頂き有

難うございます。当日は忙し

いので、苺の採り方について

説明させていただきます。今

日、試食して頂いた種類は

「とちおとめ」です。 

 

 

 

◆宮本和寿財団学友委員長 

 本日の例会はロータリー財

団学友委員会担当になってお

りますが、久々に会員皆様に

リレー卓話をお願いしまし

た。菊池会員、丹野会員、青

山会員宜しくお願い致します。 

 

◆菊池和彦会員 

皆さん、こんにちは。先

程、阿津澤会長のご挨拶にも

ありましたが、春が来たかと

思っていましたら、昨日の雪

と雨。寒かったですね。 

季節の変わり目と共に、

月日の経つのは早いなぁ～と3日に一度は思っており

ます。 

還暦を過ぎ65歳までの目標を立てましたが、充実感

の有る日々は送れておりません。 

60歳にも壁が有ると聞いております。今迄は無かっ

た体の異変が出て、男の更年期なのでしょうか、耳も

遠くなり、滑舌も悪い今日この頃です。それで家内と

の意思疎通が取れず、よく喧嘩をしています。 

本日は宮本理事からリレー卓話を依頼されましたの

で、ロータリーの事とプライベートな事をお話しした

いと思います。 

今年度、私は米山奨学生ジョルダン君のカウンセ

ラーを務めさせて頂いております。彼は本日は在留資

格説明会があり、お休みです。カウンセラーは初めて

の経験なので、米山記念奨学事業についても勉強させ

て頂きました。そこで米山について簡単に話をしたい

と思います。 

米山記念奨学事業とは、日本の大学で学ぶ外国人留

学生に奨学金を支給し、学生を支援する事業です。こ

の奨学金は全てロータリアンの寄付金で成り立ってい

ます。ですから、1人でも多くの学生を支援する為に

米山の寄付をお願いしている理由です。現在、日本の

ロータリーは34地区ありますが、総額は約16億円で

す。我が2770地区は6,900万円です。なぜこの事業は

大事なのか？この事業の目的と使命は何か。今日のグ

ローバル社会において、日本と世界を結ぶ「懸け橋」

となって国際社会で活躍し、ロータリー活動の良き理

解者となる優秀な留学生を支援する事を目的・使命と

しています。彼らは将来、外交官や事業家となって日

本に貢献してくれると思います。私は勘違いしていま

したが、米山記念奨学事業は後進国の貧困な学生を日

本に留学させる為の支援では無いのです。日本在学中

の留学生に対し試験と面接を行い、優秀な学生を選抜

します。従って日本語も上手なのです。 

それではどの大学から選考するのでしょう。 

地区に指定校が有り、この地区では次の7校となっ

ています。先ず、ジョルダンが通っている共栄大学、
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 北春日部にあり、ここからは2名です。最も学生人数

が多いのは埼玉大学です。西の秋ヶ瀬公園の方にあ

り、18名です。芝浦工業大学は東大宮にあり、1名で

す。 

次に聖学院大学は宮原にあり、1名です。獨協大学

は草加の松原団地にあり、3名です。 

そして杉田直前会長が顧問をお勤めになった日本工

業大学は東武動物公園にあり、2名です。最後に文教

大学。北越谷にあり、5名です。今年度は継続学生、

新規奨学生と合わせて31名の奨学生となっておりま

す。 

国籍は中国が18名、韓国5名、ネパール2名、アメリ

カ1名、インド1名、コロンビア1名、タイ1名、バング

ラデッシュ1名、ベトナム1名です。 

昨今、東京大学の合格者においても中国人が多いと

いう報道が有りましたが、やはり中国は優秀な学生が

多いのも事実です。 

米山記念奨学部門のセミナーに出ると、学生の体験

談や将来希望の話を聞け、とても新鮮な気持ちになり

ます。各大学の指導教員の挨拶の中で、ある先生が印

象深い話をして下さいました。 

それは簡単に言うと「将来、自分の前に道が2つに

分かれていて、困難な道と安全な道のどちらかを選ぶ

かと迷った場合、困難な道を是非選んで欲しい」と

言った話です。 

私は今となっては安全で楽な道を選びますが、皆様

も若い時は志を持ってチャレンジした方が多いのでは

ないでしょうか。 

今後も引き続き、米山記念奨学事業のご支援を宜し

くお願いします。 

もう少し時間があるようですので、沖縄旅行につい

てお話しします。 

3月17日より3泊4日で沖縄に行って来ました。毎年1

回、同級生のゴルフ好きが集まる旅行です。一昨年は

札幌、昨年は四国の松山で、来年は島根の玉造温泉と

決まっております。 

沖縄へは私はあまり行きません。今度で3回目で

す。40年前に海洋博覧会が開催された時が初めてで、

現在その地は美ら海水族館となっています。沖縄の印

象は、建物が古く新しい綺麗な建物は大体米軍関係の

施設です。高速道路も安く、飲食も安く、物価が安い

所です。 

普天間基地に行きましたが、高台に有り見る事は出

来ませんでした。横田基地とは全く違う飛行場でし

た。キャンプシュラブが目の前に見えるカヌチャベイ

リゾートホテルに泊まった為、大浦湾内の辺野古の現

状が良く解りました。テレビの報道イメージとは違

い、辺野古も静かで、埋め立てものんびりした感じで

した。 

ひめゆりの塔は南の糸満市に有り、戦中のビデオ等

を観ました。献花が出来た事、戦争の悲惨さを再認識

して来ました。沖縄は縦長の島ですが、東シナ海側に

ほとんどのホテルと海水浴場が有ります。アメリカ軍

が沖縄に上陸したのも東側と聞いておりますので、地

形、気象の理由が有るのかも知れません。 

皆様も機会がございましたら是非沖縄へ旅して下さ

い。ご清聴有難うございました。 

 

◆丹野寿明会員 

ご指名を頂きましたの

で、卓話をさせていただき

ます。実は杉田年度に幹事

をさせて頂き、岩槻ロータ

リーに訪問した時に原田会

長が話された事をそのまま

受け売りで話させていただきます。ご存知の方が多い

と思いますが、「百聞は一見にしかず」に続く言葉…

古代中国の将軍の言葉だと云われております。 

今日は「百聞は一見にしかず」の続きの言葉につい

て、少し話させていただきます。 

① 「百見は一考にしかず」(ひゃっけんはいっこうに

しかず) 

 いくら自分でたくさん見ても考えなければならな

い意味がない。 

 「百考は一行にしかず」(ひゃっこうはいっこうに

しかず) 

 いくらたくさん考えても、それを実行に移さなけ

れば意味がない。 

 「百行は一果にしかず」(ひゃっこうはいっかにし

かず) 

 いくら実行に移しても成果を上げなくては意味が

ない。 

② 「百見は一考にしかず」 

 「百考は一行にしかず」 

 「百行は一効にしかず」 

 「百効は一幸にしかず」 

  いくら成果が上がっても、それが幸せに繋がらな

ければ意味がない。 

  「百幸は一皇にしかず」 

  いくら個人の幸が沢山あっても、全ての民の為に

行動しなければ意味がない。 

 

 IWATSUKI-EAST ROTARY CLUB WEEKLY REPORT 



 

4 

◆青山いづみ会員 

 今回の卓話では、私が入

会以来、今日に至るまでの

ロータリーに対しての気持

ちの移り変わりを述べさせ

て戴きたいと思います。 

 入会年度は2008～2009年

度、山崎和雄会長年度、正式には2009年2月でしたの

で、今８年と１か月になりました。前年の11月にオブ

ザーバーとしての参加では、ロータリーのイメージは

気高く恐れ多い会と神妙に受け止めておりましたが、

入って見ますと皆さんが少し年の離れたお兄さんの様

に優しく居心地の良い所に感じられました。 

 初めは飛び交う言葉の意味も解らず、戸惑う事も多

かったですが、入会翌年の年度計画書の表紙の裏に私

の自筆で書き留められた「ロータリーの基礎をきちん

と身につける」の言葉に目が留まり、改めて初心に

返った気が致しました。 

 この年から財団・米山への協力を始めました。当

時、この寄付がどんな事に使われるか？どんな活動を

しているか全くわかりませんでした。兎に角ほかの会

員さん達と足並みを揃えたく頑張っている姿を認めて

戴きたい…の一心でした。役は入会２年目に親睦の副

を皮切りに３年目、４年目も副として務め、５年目に

初めて社会奉仕の委員長を仰せつかり６年目に奉仕プ

ロジェクトの理事を拝命、前年の働きを認められての

依頼は嬉しく思いました。又、この頃、米山カウンセ

ラーとして２年間の務めもロータリーならではの体験

です。日本のお母さんと呼ばれながら、日本ならでは

の思い出作りをして参りました。更に７年目、８年目

には地区の社会奉仕委員としての役目も加わり、各ク

ラブに案件が提示されるまでの地区役員の苦労を知

り、頭の下がる思いを今もしております。 

 ９年目に我がクラブ創立以来、初めての女性幹事の

大役を頂きました。ここまで育てて下さった皆様に心

から感謝申し上げます。まだまだ成長半ばの私は幹事

と云う要職の中、沢山の事を学ぶでしょう。この１年

頑張って参りますので、宜しくお願い致します。 

 

 

 

 
 

阿津澤 清  昨日は寒く、今日は小春日和の良い天

気になりました。本日の卓話予定者の

皆さん、宜しくお願い致します。 

藤堂  昇  今日の卓話、楽しみにしています。 

丹野 寿明  橋本昇会員、美味しい苺、ご馳走様で

す。 

橋本  昇  桜の花もはじまり、良い季節となりま

した。 

菊池 和彦  もうすぐ4月です。桜の開花が待ち遠し

いですね。 

豊住 昇二  間もなくお花見の季節です。酒が飲め

るぞー。 

宮本 和寿  菊池さん、丹野さん、青山さんリレー

卓話宜しくお願い致します。 

青山いづみ  橋本昇さん、美味しい苺、ご馳走様。

来週も楽しみにしていますネ。 

飯淵 昭二  今週末、又、海に行きます。 

杉田 政男  会員卓話、有難うございます。 

小宮  勇  早くも桜が咲きましたね。 

橋本かほる  暖かくなりました。益々楽しいロータ

リーになりそうです。 

遠藤 光治   田中 徹夫   水戸  恵 

加藤 和正   藤田 恵子   山崎 和雄 

山形 照之   奥津 雅史   関根 隆光  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニコニコＢＯＸ・出席報告 

 2016～’17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   阿津澤 清 

例 会 場  さいたま市民会館いわつき Tel  048-756-5151 幹    事  藤堂  昇 

クラブ事務局   Tel 048-757-9786  Fax 048-756-5539 会報委員長 清水 裕次 

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

例会日 総数 出席 欠席 Ｍｕ 出席率 

3/28免除
3名 

30 
(3) 

21 
(3) 6 3 88.88% 

3/16修正 

免除3名 
30 
(3) 

27 
(3) 0 0 100.0% 

ニコニコBOX金額報告  

3/28合計 ２７，０００円 

今年度累計 ９６９，５００円 


