
 

  

 
 

先ずは例会に先立ちまして、今月 4 日にご逝去

された田中徹夫Ｐガバナーのご冥福をお祈りして

全員で黙祷を捧げたいと思います。  黙祷・・・。 

今月 5 日の参議院予算委員会において、コロナ感

染症対策分科会の尾身茂会長による重大、且つ深

刻な答弁がなされました。常に忖度をしない彼に言わせると、コロナ感染の

年内の「終息」は見込めないとの見解です。年内に人口の 6、7割がワクチ

ン接種を受けると仮定しても、おそらく今年の冬までは感染が広がり重症

者も時々は出ると述べました。終息の定義として「さらに 1年、あるいはさ

らにもう 1年たち、季節性のインフルエンザのように、それほど不安感がな

くなれば終息となる」との考えも披露しました。さらに会長は、「卒業旅行、

謝恩会、花見の宴会など・・で必ず拡大する」と言い切りました。 

たぶん、菅総理も「変異株は今の対策では抑えられないし、緊急事態宣言を

延長しただけでは無意味」と、専門家と同じ分析をしているに違いありませ

ん。 本日の例会テ-マは、プログラム・例会委員会の担当による会員リレー

卓話です。皆さんの近況をお聞かせ下さい。  最後にクラブスロ-ガンを 

 “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」  

☆ 春が来て桜�咲けども美酒飲めず ご自愛ください。     以上 

 

 
 

1. 蓮田ＲＣより創立50周年記念式典のご案内が届きました。 

 ・日時 5月16日(日) PM 3:00開会 

第28例会・オープン例会 2021年3月23日発行 

会長挨拶 加藤哲男会長 

会   場 市民会館いわつき 301 
例会テーマ いちご狩り例会 
担   当 親睦活動委員会 

次回例会案内 
第1918例会 3月30日(火) 

本日の例会 
第1917例会 3月23日(火) 
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第28例会 3月9日(火)1916号 
会 場 飯淵直前会長オフィス
 オンライン例会 

点 鐘 12:30 
テーマ 会員リレー卓話 
担 当 プログラム・例会委員会 

- 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」 

会   場 市民会館いわつき 301 
例会テーマ 財団奨学生卓話 
 中根誠人様 
 

点   鐘 12:30 
ご来客紹介 加藤哲男会長 
会 長 挨 拶 加藤哲男会長 
幹 事 報 告 萩原満久幹事 
お客様挨拶 
委員会報告 
スマイル報告 例会委員会 
例会テーマ 上記掲載 
担   当 プログラム・例会委員会 
出 席 報 告 出席奨励委員会 
次回例会案内 増渕 明例会委員長 

幹事報告 萩原満久幹事 
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  ・場所 ロイヤルパインズ

ホテル 浦和 4階 ロイ

ヤルクラウン 

 ・登 録 料  1 名 18,000 円  

締切り3月20日迄 

 (因みに我がクラブの創立35周年記念式典には、12

名のご登録を頂いておりますので、多くの皆様の

ご登録をお願い致します。) 

２.次年度第4Gガバナー補佐 三枝 和男様より、次

年度第1回会長・幹事会の案内が届きました。 

 ・日時 3月26日(金) PM6:00開会 

 ・場所 東晶大飯店 大宮店 

 ・会費 1名5,000円 奥津雅史会長エレクト・増

渕 明幹事エレクト 

３.第4G小暮昭弘ガバナー補佐より、第4回IM実行委員

会の案内が届きました。 

 ・日時 3月18日(金) PM6:00開会 

 ・場所 パレスホテル大宮 ３階 

 ・会費 不要  飯淵昭二IM実行委員  

４.地区より「第32回ローターアクト年次大会」の案

内が届きました。 

・日時 4月17日(土) PM1:00開会 ZOOMにて開催 

５.ＲＩ日本事務局より「財団室ニュース３月号」が

届きました。通常例会に回覧致します。 

６.本日、６時より「管理運営部門委員会」をオンラ

インにて、開催いたします。FAXが届いていると思

いますので、ご参加をお願い致します。 

 

 
 

◆奥津雅史会長エレクト 

 次年度米山奨学生のカウンセ

ラーが決まりました。小泉真悟

会員に受けて頂ける事になりま

したので、ご報告いたします。 

 

 

 

 
 

※ 1人2分以内で全員にお話して頂きました。 

◆飯淵昭二直前会長:  

ご無沙汰しています。2月2日に

食中毒になりました。8日迄食

事が採れず4㎏痩せました。来

る3月14日の件、「加倉グラン

パス」の演奏会には、皆様、是

非聞きに来てください。お待ちしています。 

 

◆斎藤公司出席奨励委員長:  

お雛様について一言お話させて

頂きます。お内裏様の殿は右

か、左か? 日本では、男性は女

性より上位と思われていた時代

が有りました。殿様は正面から

見て右。姫様は左に座ります。これが日本式で、本当

の飾り方です。京都では、この飾り方ですが、京都以

外では、男女反対に飾ります。いわゆる西洋式です。

なぜ、昔からの日本式から今の西洋式に変わったの

か、その理由は天皇家にあります。天皇家は大正天皇

の時代から男・女の並びを西洋式で生活しているので

す。昭和天皇の即位の礼(天皇になる儀式)が、西洋式

で行われました。そのことが新聞に写真で報道され、

東京のひな人形業界がお内裏様は天皇陛下を象徴して

いるので、昭和天皇の即位の礼にならって、今までと

反対の飾り方。西洋式に変えて、今に至っています。

現在では京都以外は西洋式になりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆遠藤光治会報・広報委員長:  

本日は、会報・広報委員会とし

ての話をさせて頂きます。本

日、皆さんにお話した事は紙に

書いてFAX又はメールにて事務

局まで送って頂きたいと思いま

す。 

週報に掲載するのに事務局の手間を少しでも軽減しま

すので、ご協力をお願いします。又、週報は例会の議

事録の様なものだと思います。今月23日、ロータリー

財団奨学生の中根誠人さんの事について調べる為に、

当時の週報を見ましたらいろいろ思い出されて懐かし

く週報を見入ってしまいました。どうか皆様も週報が

記録である事を意識して週報の作成にご協力くださ

い。宜しくお願い致します。 

委員会報告  

 IWATSUKI-EAST ROTARY CLUB WEEKLY REPORT 

本日のテーマ 会員リレー卓話  

 プログラム・例会委員会担当 

「まちかど雛めぐり」が2月22日(土)～3月8日(日)

まで駅東口周辺で行われました。写真はワッツ東

館1階フロア―に飾られていたものです。 
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 ◆加藤和正青少年育成・交換・IAC・RYLA委員長: 

皆さん、こんにちは。毎年永代

供養で成田山にお参りに行って

おります。現在新型コロナ感染

緊急事態宣言中という事で、午

後3時からのお参りでしたが、

左右6名で1名づつのお参りで、どちらかと言えばお坊

さんの方が多い位でした。お店も普段では、鰻屋さん

が出ていたりお店でにぎわっている所ですが、コー

ヒー屋んが出ていましたので、女房とコーヒーを飲ん

で帰って参りました。又、田中さんのご逝去で加藤会

長と山形さんと西村さんの4名で葬儀に出席して参りま

した。寂しい限りです。ご冥福をお祈りいたします。 

 

◆山形照之副会長:  

先日、田中徹夫さんの家族葬

で、加藤さんの話にもありまし

たが、クラブから僅か4名の出

席で全体でも33名の出席者でし

た。奥さんから後日、改めて

「しのぶ会」をやりたいと云う事でしたので、その時

に皆さんにもご一緒にお願いします。 

又、孫が希望校に合格しました。ご報告させて頂きま

す。 

 

◆中里 仁会計:  

春先で農作業もあり、今はさつま芋などをやっており

ます。 

 

 

 

 

 

 

◆小宮 勇青少年奉仕委員会理事:  

悲しい報告が続いて残念だなぁ～と思います。嬉しい

報告が何かないかと思いましたら、我が家の「ふきの

とう」が芽を出し、てんぷらにして頂きました。又、

胡蝶蘭もきれいに咲きました。以上です。 

 

◆杉田政男会員:  

一日も早く皆さんとお会いした

いです。毎日、散歩で4000歩歩

いています。その時行きかう車

の数を数えてみると200台～400

台位あります。 

◆清水常三会員:  

皆さん、こんにちは。運転免許

についてのお話をさせて頂きま

す。免許証の12桁の番号につい

てのお話をさせて頂きます。

(内容については、録音が聴き

づらく、割愛させて頂きます。) 

 

◆阿津澤清管理運営理事:  

この度は、田中徹夫先輩がお亡

くなりになり、悲しいです。新

年例会の時の「ウナギ弁当」を

とどけた時は、美味しいと言っ

て食べた…と聞き、良かった

なぁ～と思いました。 

 

◆菊池和彦米山・財団理事:  

田中徹夫パストガバナーについ

て、悪口も言わない方であり、

素晴らしい人だと思っていまし

た。思い出は、震災の翌日に、

フィリピンに田中さんと一緒に

成田から出発した事を思い出します。 

 

◆山崎和雄副会長:  

最近はリモートによる例会が多

いですが、臨場感が無くて、そ

れなりだなぁ～と思います。リ

アルな会とは違いますネ…!! 

早く通常の例会が出来れば良い

のかなぁ…と思います。 

田中徹夫さんが亡くなり寂しく思います。 

 

◆小泉真悟会員:  

こんにちは。ご無沙汰していま

す。日中は仕事と土・日は葬儀

などがあり、個人的には、ゴル

フにたまに出かけるぐらいで

す。田中徹夫さんには、色々教

えて頂きたかったのですが、お亡くなりになられて残

念です。又、来年は米山奨学生のカウンセラーを頼ま

れましたが、何も判りませんので、ご指導を宜しくお

願い致します。 
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  ◆丹野寿明社会奉仕委員長:  

皆さんこんにちは。私の方は

日々淡々と日常を行っておりま

す。 

特に変わりはございません。 

 

◆藤田恵子親睦副委員:  

田中徹夫パストの件では、タ

リータが日本に来て青少年交換

を行う時に色々とお世話になっ

て思い出があります。又、コロ

ナの影響で皆さん運動不足で、

健康診断が減っている様なので、気を付けて下さい。 

 

◆奥津雅史会長エレクト:  

商売の話では、160万円利益を

出すのは難しいと思います。田

中徹夫さんについても色々な思

い出が有り、今その事が思い出

されます。 

 

◆増渕 明幹事エレクト:  

娘がこの度、就職が決まりまし

たので、これで父親の役目が終

わり肩の荷が下りたのかなぁ～

と思います。 

 

◆萩原満久幹事:  

仕事の方は、これから花見の時

の仕事とオリンピック・パラリ

ンピックに関しての仕事が入る

のか…と思います。この度、26

万キロ走った車をクラウンに買

い換えました事を、ご報告させて頂きます。 

 

◆加藤哲男会長:  

例会については、これからも事

情を考慮しながら、オンライン

やリアルの例会を取り入れなが

ら積極的にやって行きたいと思

います。 

◆西村寿美子事務局:  

昨日、結婚祝いをお送り下さり

有難うございます。昨日、岩淵

パストガバナーさんより、フィ

リピンのエディ・チュアさんか

らも、お悔やみのメールが入り

ました旨、ご連絡が有りました。 

※皆様よりコメントを頂きましたが、録音の状況が悪

く聞き取れない部分があり、正確に記録が取れない

為、一部掲載に不備が御座います。ご了承下さい。 

 

 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IWATSUKI-EAST ROTARY CLUB WEEKLY REPORT 

田中徹夫PGに於かれましては、食道癌の為、治療

中のところ、去る3月4日にご逝去なさり新型コロナ禍

の為、3月7日(日)に家族葬を行いました。深くご冥福

をお祈り申し上げますと共に哀悼の意を捧げます。
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3/9 
免除4名 

27 
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21 
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2/16修正 

免除5名 
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(4) 1 0 78.26% 

出席報告  

ニコニコBOX金額報告  

3/9合計 ０円 

今年度累計 ６７８，７４０円 

ニコニコＢＯＸ・出席報告 
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加藤 哲男年度(2020～2021) 

岩槻東ロータリークラブ週報    国際ロータリー第2770地区  
第4グループ 
国際ロータリー第2770地区  
第4グループ 
国際ロータリー第2770地区  
第4グループ 
国際ロータリー第2770地区  
第4グループ 
国際ロータリー第2770地区  
第4グループ 

2021年3月14日(日) 市民会館いわつき 大ホール 

去る3月14日(日)PM2:30分より、市民会館いわつき

大ホールに於いて、阿津澤清会員率いる「加倉グランパ

ス」のメンバーにより、演奏会が開催されました。 

飯淵昭二増強委員長の働きかけもあり、ホールには、

検温・消毒・マスク着用の上,、予想以上の観客が集まり

ました。中に第4グループ小暮昭弘ガバナー補佐、グ

ループ幹事、大宮北東RCの会長・幹事にもお越し 

頂きました。皆様、ご参加有難うございました。 
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