
 

  

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

■ 地区米山記念奨学学友選考委員 平田利雄様(浦和東RC)  

 

 
 

 皆さんこんにちは。本日は平田利雄様には、

大変お忙しいところ、卓話にお越し下さり有難

うございます。さて、今日は「安全について」

少し話してみたいと思います。 

今週末18日からまた海に行きます。19日から

2日間レスキューダイバーという資格の講習を

行うためです。 

ダイビングは私設団体が独自に資格基準を作り

そのスキルを定めそれに対する資格を発行して

います。とはいえ団体間で協議をしていて、ほぼ同じような仕組みには

なっています。 

ですからダイビングのライセンスは国家資格ではありません。 

資格のランクは、最初がオープンウオーター、アドバンスドオープンウ

オーター、次がレスキューダイバー、ここまでがアマチュアのライセンス

でこれ以降はプロの資格という仕組みになっています。 

オープンウオーターというのは「バディと一緒ならば海に潜れる技術は習

得しています。」という資格で18ｍまでの深さ制限がかかっています。 

アドバンスドオープンウオーターの資格は18ｍの制限が外れて40ｍまでの

深場でのダイビングスキルを習得していますという資格です。 

この2つの資格までが自分自身のスキルを磨く資格といえます。 

この次のレスキューダイバー資格というのは、自分以外のダイバーの安全

に目を向けようというスキルを身に着けるという資格です。私たちの日常

生活において、特に私の会社のような建設業においては事故やケガはあっ

てはならない事です。でも事故、けがを100％なくすことはできません。 

 日本の行政とか、我々民間でも事故が起きると、これの原因は何か、起

こさないためにはどうすればよいのか。この話が中心となってしまいま

す。 

でももし起こった時どうするの？ この話はいろいろな報告書を見ても出

てきません。本来事故が発生した時、どう対処したか、どこへ連絡した

か、その順番は正しかったのか、この検証が欠けているのではないかと思

います。 

報道でも事故が起きるとその経緯、どのようにして事故は起きたのか、原

因は何だったのか、この追及は毎日のように事細かに行われますが。 

その時周囲にいた人がまず何をしたのか、どこに連絡したのか、けが人の

応急処置をしたのか、そのような検証は全く聞いたことがありません。勘

ぐってしまうとみんな周辺の人たちはスマホをかざし動画撮影をしている
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3. 東日観光株式会社より、

同じくハワイ国際大会の

案内が届いております。

事務局まで 

4. さいたま市より「さいた

ま国際芸術祭2020」の案

内並びに協賛金のお願い

が届きました。  

 ・日時 令和2年3月14日～5月17日迄  

 ・10/15 締切り 

5. 地区より「女子会の案内」が届きました。 

 ・日時 2019年11月29日(金) PM17時開始 

 ・場所 さいたま市南区別所「トラットリア  

     アズーリ」会費1名8,000円  

 ・11/9締切り 

6. 本日のレターケースに①週報が入っています。 

ご確認下さい。 

7. 3RC合同例会の日にちが変更になりました。 

 10/28日(月) PM6:30「ふな又」にて行われます。 

8. 10/26(土)のクルージング例会には、全員ポリオの

Ｔシャツを着て写真を撮りますので、当日持参し

て下さい。 

9. 本日、例会終了後、この場所にて40周年記念実行

委員会を行いますので、関係者はお集り下さい。 

 

 
 

◆藤田恵子国際奉仕委員長 

40周年記念事業の一つとして取り組んでまいりまし

た、「タイ小学校への支援事業について」報告させて

頂きます。 

12/1～12/6迄の6日間の視察検証旅行まであと1月半と

なりました。現在11名の方々から申し込みを頂いてお

ります。準備の方も順調に進んでおります。現地を訪 

 

問の際に子供達に日本のお

菓子と文房具をお土産に持

参し、現地で出来れば給食

も提供したいと考えており

ます。クラブからの支援金

もほぼ底をついております

ので、出来れば皆様からの

お心尽くしとして、ご寄付

を頂ければ有難いと思いますので、宜しくお願い致し

ます。 

 

◆阿津澤清会員増強委員長 

お陰様で、皆さんのご協

力を得まして、3名の候補者

が出ました、先日、都寿司

にてこの方達とお会いして

ロータリークラブへの入会

のお誘いを致しました。大

分手応えもありましたが、1

人でも入会して頂けると良

いのですが!  引き続き皆様からのご推薦をお願い致

します。 

 

◆増渕 明管理運営担当理事 

再三のご案内となります

が、次回のクルージング例

会について、ご連絡させて

頂きます。 

10/26日(土)5時半に現地へ

集合、岩槻駅西口に3時半集

合でお願いします。担当は

京野さんです。レンタカー

の方は私の方で直接ご連絡させて頂きます。当日はポ
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■ 杉田 政男会員 ご結婚祝い 

■ 遠藤 光治会員    〃 

■ 加藤 哲男会員    〃 

■ 末次 哲朗会員 お誕生祝い 

■ 遠藤 光治会員   〃 

■ 奥津 雅史会員   〃 

 

 

 

 
 

 

１１月お誕生日･ご結婚記念の 

皆様おめでとうございます！ 

だけなのではと思ってしまいます。 

少しでも救急のスキルを身につけ一人でもケガをしている人たちの役に立

つ行為をできたら素晴らしいことだなと思い、今回心臓マッサージと人工

呼吸のできるダミー人形、AEDの練習機、100％酸素を供給できる装置一式

を購入し、社員にレスキュー講習の受講を考えています。やじ馬から一歩

前に進み出たいものです。 

 

 

1. 米山記念奨学会より「ハイライトよねやまNo235」が届きました。 

2. 地区より第111回ハワイ世界大会の案内が届きました。 

 ・日時 2020年6月5日(金)～ 6月10日(水)  

 ・場所 ハワイ ホノルル  

幹事報告 奥津雅史幹事 

委員会報告  
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 リオＴシャツを必ずお持ち下さい。記念写真を撮影致

します。 

 続いて「家族同伴親睦旅行」について、11/16

(土)・11/17(日)の一泊二日の茨城グルメツアーにつ

いてお報せ致します。今日が受付終了となっておりま

す。個別に出欠を伺っておりますが、未だ行ける方は

申出て下さい。 

 

 
 

◆卓話者紹介 斉藤公司米山記念奨学委員長 

 プロフィールはお手元に

配布しておりますので、ご

一読下さい。平田さんは

ロータリー以外でもいろい

ろとさいたま市について、

特に岩槻に関する事につい

ても、ご尽力下さっており

ます。今日はそんな事も含

めてお話し頂ければ幸いでございます。 

 

プロフィール 

平田利雄様(浦和東RC) 

生年月日 昭和24年11月24日生まれ 埼玉県川口市 

学歴 東京電機大学付属高校普通科卒業 

職歴 昭和48年協和技研設立代表取締役現在に至る 

  平成18年さいたま市市長特別秘書就任 

公職 昭和64年(社)浦和青年会議所理事長 

  平成18年12月～21年4月さいたま市市長 

 特別秘書 

ロータリー歴  

 1990年浦和東ロータリークラブ入会 

  2013～14浦和東ロータリークラブ会長 

 

◆「卓話」 米山記念奨学学友選考委員 平田利雄様 

只今、ご紹介頂きました平田利雄でございます。前

回の週報を拝見させて頂き

ましたら、元米山の部門委

員長までおやりになった恵

川さんが卓話に来られてお

られた様です。私の方は米

山に関しても2017～2018年

度から米山委員会に携わっ

ておりますが、今年で3年

位になります。彼の方が米

山に関しては、非常に詳しい訳ですが、今日は斎藤公

司さんから米山の事は何回か学生も預かっており、多

少は理解しているつもりですが、出来ればそのほかのお

話も聞きたい…との事でした。途中余談も交えながらの

卓話になるかと思います。 

1-2年前には、こちらのクラブも米山の学生を預

かって下さっておりますが、10年位前には、中国から

の留学生が多いと云われておりましたが、1989年には

ロータリーの無い国からの学生を多く受け入れる事でも

ありました。中国には昔はロータリーが有りました。 

第1位が中国、第2位が韓国、第3位が台湾からの学

生が多く米山奨学生として日本で勉強し、国際間に親

善の懸け橋の役割を果たしています。台湾は現在では

少なくなっております。変わってベトナムの学生さん

が多くなっております。ベトナムの方は非常に優秀で

す。半分あった中国は現在では3分の1位に減っており

ます。中国の方は民族が多いので、いろいろな民族が

ありますので、上海などでも言語も違います。同じ中

国であっても民族によって違いが多くあります。次に

寄付について普通寄付と特別寄付についてですが、当

初財団を立ち上げる時に財源がないもので、これを会

員1名5,000円を普通寄付として、全会員から頂く事に

なったものです。そして、そのうえで特別寄付とし

て、1名20,000円をお願いし、合計で1名25,000円のご

寄付を頂く事になりました。 

又、毎年配布されている「Rotary Yoneyama 豆辞

典」のシンボルマークですが、重なり合うハートは

「ロータリアン」と「奨学生」です。外国人留学生の

支援・交流を通じて国を越えた信頼関係を築き、世界

の平和を願う”心”を育てるという、事業創設の願い

が込められています。手はそうした”心”を生み出す

と同時に、当事業がロータリアンの手で支えられてい

ることをしめしています。奨学金に関しましたては、

1名10万円と大学院制に関しては、14万円となってお

ります。(この後、岩槻に関する諸事情や地下鉄に関し

て、人形博物館について等々多岐に亘りお話下さいまし

た。割愛させて頂きます。有難うございました。) 

 

 

本日のテーマ 「米山記念奨学について」 
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平田利雄様(浦和東RC) 

 本日は卓話させて頂きます。 

飯淵 昭二  地区米山奨学選考委員、平田利雄様、

本日卓話宜しくお願いします。 

奥津 雅史  平田利雄様、本日の卓話宜しくお願い

致します。 

斎藤 公司  浦和東RCの平田利雄様、卓話楽しみで

す。 

菊池 和彦  台風19号で被災された皆様にお見舞い

申し上げます。本日は、米山委員の平

田利雄様の卓話です。お忙しいところ

有難うございます。 

京野 新悟・杉田 政男  

 平田様ようこそ。卓話宜しくお願い致

します。 

藤田 恵子  先日の大型台風は各地で大きな被害が

出たようですが、皆さんは大丈夫でし

たか? 被災された方にはお見舞い申し

上げます。 

阿津澤 清  台風の被害が無くて良かったですね。

大変な地区が多いので心が痛みます。 

宮本 和寿  大変な台風でしたが、皆様の家・会社

は如何でしょうか? 

飛田美佐子  すごい台風でした。みなさんのお顔が

みられて一安心です。 

小宮  勇  台風19号、大分被害が出てしまいまし

た。残念です。今日は米山奨学選考委

員の平田利雄様、卓話宜しくお願いし

ます。 

 ( 同趣旨 ) 遠藤 光治   橋本かほる 

       中里  仁   増渕  明 

加藤 哲男  この度の水害で被災された方々には心

よりお見舞い申し上げます。今週の卓

話、平田利雄様ようこそ!! 

 卓話宜しくお願い致します。 

西村寿美子 台風19号の被災者にお見舞いとお亡く

なりになられた方のご冥福をお祈り致

します。 

田中 徹夫   山形 照之   加藤 和正 

山崎 和雄 

   

 

 

例会日 総数 出席 欠席 Ｍｕ 出席率 

10/15 
免除3名 

29 
(3) 

20 
(3) 6 3 88.46% 

10/1修正 

免除3名 
29 
(3) 

23 
(3) 4 1 92.30% 

出席報告  

ニコニコBOX金額報告  

10/15合計 ２４，０００円 

今年度累計 ３８９，８４０円 
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ニコニコＢＯＸ・出席報告 

 

出席委員会 (Attendance Committee ) 

 この委員会は、すべてのクラブ会員があらゆる

ロータリーの会合に出席することーこれには、地

区大会、インターシティミーティング、国際大

会、などへの出席も含まれるーを奨励する方法を

考案するものとする。 

 この委員会は特に本クラブの例会への出席と、

本クラブの例会に出席出来ない場合の他のクラブ

例会への出席とを奨励し、全会員に出席規定を周

知せしめ、出席を良くするためのよりよき奨励策

を講じ、そして出席不良の原因となる諸事項を確

かめてこれを除去することに努めるものとする。 

 

写真は久々の401号室での例会風景、この後、遅れて出

席された会員も若干おりましたが、やや少ない例会です。 


