
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

■ ホストファミリー 稲山真弓様 

 

 

クラブ会長を務めていると、他クラブを訪問

した時に3分程度の「お客様挨拶」を求められ

ます。こちらも緊張感を持ってそれに臨むので

すが、某クラブでは終始私語（極少数）が絶え

ず「ゴニョゴニョ」「ガヤガヤ」と、例会の緊

張感を打ち消してしまっているだけでなく、そ

の状況での「お客様挨拶」など単なる形式上と考えているだけで相手に対

する思いやり等は二の次なのだと感じざるを得ませんでした。一方で、あ

る少人数のクラブを訪問した時は、お互いの距離が近く顔がよく見えるせ

いか例会中の私語は全く耳にする事は無く、家庭的な温かみと共に例会の

荘厳さを感じました。 どちらがロータリーに相応しい例会か？ 私は迷

わず後者を選びます。むしろ後者でなければならないと思うのです。 

ロータリーの例会にはSAA（Sargent at Arms）と呼ばれる任命を受けた会

場監督が必ず存在します。このSAAは例会の始まりから終わりまでの進行

を正常に保持する為の裏方として絶大な権限を持ち、例会の妨げとなるも

のに対して注意、勧告、警告、退場を命ずる事もできます。これは国際

ロータリー全体の決まり事であり、私達のクラブも当然該当します。 

 例会と名の付く時間帯は勉強の時間、緊張の時間、・・・と先輩方から

最初に教えられました。親睦を深める懇親会とは全く別のものです。この

メリハリを忘れてしまったらロータリーの威厳は失われると思います。先

ずはできることから「私語を慎む、音を立てない」「携帯電話・スマホを

マナーモードへ」等、他者への迷惑となる行為を自身への戒めによって未

然に防ぐ、緊張感が不可欠であると思います。 

岩槻東クラブは会員皆様のクラブです。 どこまでを許容範囲とする

か？ 目指すのは、前者のクラブか？ 後者のクラブか？ その中間か？ 

皆で考える必要があると思います。 

  

 
 

1. 地区よりWCSプロジェクトD3800の一覧表が

届きました。回覧 

2. 国際ロータリーより「財団室ニュース」４

月号が届きました。回覧 

3. 国際ロータリーより４月のロータリーレー

トが1弗104円の案内が届きました。 

4. 米山梅吉記念館より官報31号と賛助会員のお願いが届いております。 

5. アートフル夢まつり実行委員会より、5月13日(日)のパンフレットが

会長挨拶 丹野寿明会長 

幹事報告 山崎和雄幹事 
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届きました。レターケースに入れてあります。 

6. さいたま観光国際協会よりパンフレットが届きま

した。 回覧 

7. 米山記念奨学会より

杉田政男会員に第12

回米山功労者賞(メ

ジャードナー)の賞状

が届いております。 

  (写真右は米山功労賞

メジャードナー12回目

の受賞を受ける杉田政男会員、おめでとうございます) 

8. 第4G清水恒信ガバナー補佐より4/6のゴルフの組合

せ表が届きました。 

9. 明日4月3日(水)PM5:30～  場所 雅致にて、青少

年奉仕委員会があります。 

10. 4/3(火)都寿司に於いて、第12回理事会を行います。 

11. ロータリーの会費を会社から自動引落しを希望さ

れる方は事務局から申込み用紙を受取って手続き

をしてください。 

 

 
 

◆ホストファミリー 稲山真弓様 

 初めに、卓也の方がホストファ

ミリーと上手くコミにケーション

が取れない‥と言う事で、落ち

込んでいましたが、間もなく次の

ホストファミリーに移動する事

で、少し思い直しているようで

す。帰国の予定は次のホストファミリーの都合によるの

で、まだはっきりしていません。私もこちらにお邪魔する

のが最後になりますが、寂しい気持ちがございます。  

◆青少年交換学生タリータさん 

今月は、水戸さんの知り合い

に着物を着せて頂きました。そ

の次は、皆さんと一緒に焼肉に

連れて行って頂きました。とて

も美味しかったです。今月は

色々な体験が出来ました。原宿

へも行きました。稲山さんの家での4ヶ月はとても楽

しかったです。ありがとうございます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

◆熊木景さん一言ご挨拶  

 皆さんお久しぶりです。来る

度に前でお話する事をお許し頂

きありがとうございます。今は

「犬の躾教室」を新しく始めま

した。勿論、利益も考慮しながら

犬の為にも、又、飼い主の為にも

なり、何よりロータリーの奉仕の精神を育んでいける

事かと思って、今回「浦和レッズ」の広報室のほうでも

取り上げて頂く事になりました。皆様からも何か良い

案がございましたら、アドバイス頂けると有難いです。 

 
 

■ 清水 裕次会員 お誕生祝い 

■ 水戸  恵会員   〃 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 末次 哲朗会員 ご結婚記念 

■ 萩原 秀咲会員   〃 

■ 小 宮  勇会員   〃 

■ 橋本かほる会員   〃 

ご結婚記念・お誕生祝い  

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‥‥。 

近況報告  

4月分のお小遣いを受取るタリータとホストファミリー

謝礼を受取る稲山様と水戸会員ご苦労様です。 
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◆奥津雅史親睦委員長 

 4月6日(金)は、川口モーニン

グRC主催の「チャリティゴル

フ」と第3・第4グループ主催の

ポリオ撲滅チャリティゴルフが

ございます。後の方は6時30分

に焼き肉やっちゃんの駐車場

に、川口モーニングのアイメイトは5時50分にご集合

をお願い致します。 

最後に、第43回市民ゴルフ大会が5月23日(木)予定さ

れております。こちらは、私の方で名簿を作って来ま

すので、後ほど出欠を伺います。 

 

◆橋本 昇さんより「いちご狩り」について 

 この度はロータリークラブさ

んの方から「いちご狩り」をし

て頂けると云う事でありがとう

ございます。場所については、

釣上の535番地ですから、ナビ

に入れて頂ければ来れます。お

土産のご用命にお答えしきれない場合は、後でご用意

する事でよろしいでしょうか。 

 

◆清水常三公共イメージ委員長 

ロータリーの友、4月号には、

大宮南ロータリーさんの記事が

1件掲載されていますので、読

んでいただけますか? 

 

◆橋本かほる財団委員長 

 現在は1ドル104円ですので、

今が一番の円高です。ご寄付の

方,宜しくお願い致します。 
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委員会報告  

本日のテーマ 職業奉仕委員会担当例会 

 

いちご狩り 

4月10日、天候にも恵まれ、有志による「いちご狩り」を、橋本 昇会員のハウスに

て、行いました。美味しいいちごを沢山いただきました。満足‥満足‥。 

小宮勇委員長によるロータリーの起源と職業奉仕に

ついてのDVD放映が行われました。 
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丹野 寿明  小宮職業奉仕委員長、本日は卓話・DVD

の放映、よろしくお願いいたします。 

山崎 和雄  ①久々の例会場ですね。②小宮さん卓

話宜しくお願いいたします。③熊木さ

ん久しぶりですね。 

萩原 秀咲  結婚祝い有難うございます。稲山さん

タリータが長い間お世話になり、有難

うございました。 

小宮  勇  職業奉仕担当のDVD放映です。楽しみた

いですね。結婚の月に入ってきまし

た。何年と何か月か。 

藤田 恵子  稲山さん長期のホストファミリーお疲

れさまでした。有難うございました。 

杉田 政男  DVDの卓話職業奉仕の皆様、有難うござ

いました。 

斎藤 公司  食事がいつもおいしいですね。 

阿津澤 清  稲山さんお疲れさまでした。長い間お

疲れさまでした。 

水戸  恵  因みに明日、私の誕生日でーす(^_-)-

☆ 

菊池 和彦  小宮職業奉仕委員長、本日の卓話ご苦

労様です。 

清水 常三  桜の花も終わりですね。 

熊木  景  忘れられないように、しっかり参加し

ます。 

加藤 哲男  結婚・誕生祝いの皆様、おめでとうご

ざいます。 

増渕  明  先週の花見例会、とても楽しかったで

す。 

飯淵 昭二  海水温17℃、もう春ですね。 

中里  仁  筍、出てきました。平年より2週間早い

ようです。 

遠藤 光治  今年の桜は最高でしたね。 

橋本  昇・橋本かほる 

 宜しくお願いします。 

小宮  勇  次年度、理事会の残金です。 

加藤 和正   奥津 雅史   田中 徹夫 

萩原 満久 

ニコニコＢＯＸ・出席報告 

 2017～’18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   丹野 寿明 
例 会 場 さいたま市民会館いわつき Tel  048-756-5151 幹    事  山崎 和雄 
クラブ事務局   Tel 048-757-9786  Fax 048-756-5539 会報委員長 清水 常三 

U    R    L http://www.iwatsuki-east-rc.org 
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ニコニコBOX金額報告  

4/3合計 ４０，７０８円 

今年度累計 ９１４，７０８円 

例会日 総数 出席 欠席 Ｍｕ 出席率 

本日  
免除2名 

32 
(2) 

24 
(2) 6 4 93.33% 

3/20修正 

免除2名 
32 
(2) 

19 
(2) 11 8 90.00% 

出席報告  


