
 

  

 
 

◆ 中根 誠人様 元･財団奨学生  

◆ ジャム・ヤン君 米山奨学生 

 

  

 22 日、首都圏における緊急事態宣言が二か月半ぶ

りに解除されました。宣言は解除されましたが、一

都三県では少なくとも「今月末」までは不要不急の

外出の自粛、そして飲食店などの時短要請は続きま

す。ただ、営業時間が 1 時間延びて夜 9時まで営業

できるようになりました。お酒の提供も夜 8時まで

延長されます。 

我々取り引納入業者としては朗報ですが、宣言解除に伴い自粛ム-ドが緩

んでしまえばリバウンドの危険が高まります。花見や歓送迎会のシ-ズンで

すが、飲食でのタイミングや密の回避など感染防止対策はこれからも続き

ます。日曜日に、2020 学年度の米山記念奨学生の修了式が、市民会館おお

みや小ホ-ルで行われました。3月に奨学期間を終了するジャム君とカウン

セラーの小宮さん、私の 3人で出席して参りました。 

今回は 24 人の学生の修了証授与とスピーチ、そして世話クラブに対し感

謝状の授与がありました。尚、今後ジャム君は他の大学で勉学に励みます

が、岩槻東としては引き続き応援し実績を残したいと思います。 

今月は残すところ一週間余り、26 日に次年度第 1 回会長・幹事会、27 日

は第 1 回目奥津年度理事会そして 30 日は橋本昇会員のイチゴ園での例会

と、ジャム君の歓送会となります。 

本日の例会テ-マは、遠藤光治公共イメージ委員長の外部卓話で、中根誠

人様にお越しいただいています。最後に、 

“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」  

宣言解除後の一週間、どのような状況の変化が現れるかに注目です。 

朝晩の寒さが続きます、ご自愛下さい。  以上 

 

 
 

1. 地区2021-2022年度松本輝夫ガバナーエレクト

より「地区役員委嘱書」が届きました。 

 ・飯淵昭二直前会長…会員増強維持委員   

 ・加藤哲男会長…職業奉仕委員 

 ・藤田恵子親睦副委員長…地区補助金運営委員   

 後程会長よりお渡しいたします。 

２.国際ロータリー日本事務局より、飛田美佐子会員と橋本かほる会員に

「財団ポールハリスフェローの賞状とバッチが届きました。又、増渕 
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小泉真悟会員に代わりに奥津雅史会長エレクトに

ご参加頂きます。宜しくお願いします。 

７.本日レターケースに、①ロータリーの友 ２月・

３月号 ②ガバナー月信 ２月・3月号  

 ③財団奨学生募集のチラシ ④地域社会奉仕かわ

ら版 ⑤週報23例会～28例会 オープン例会特集

号まで入れてあります。 

８.この後、例会終了後「次年度第２回地域社会奉仕

委員会」と「会員増強・出席奨励委員会」を行い

ます。ご参加をお願い致します。 

 
 

◆飯淵昭二ＩＭ実行委員 

 ＩＭが5月17日に開催されます。大宮パレスホテル

にて開催致しますが、リアルの出席者はクラブでは、

会長・幹事と次年度会長・幹事・実行委員となってお

り、一般会員はＺＯＯＭでの参加となります。又、Ｉ

Ｍゴルフは6月11日(金)に予定されています。沢山の

賞品も用意されていますので、奮ってご参加下さい。 

 

◆橋本かほる財団・学友委員長 

 こんにちは。何時も財団・米山へのご協力を有難う

ございます。今のレートが1弗106円ですが、巷では1

弗109円の円安が聞こえてきております。今のうちに

ご寄付の方を宜しくお願い致します。 

 

◆小宮 勇米山カウンセラー・ 

 青少年奉仕委員会理事 

 3月21日で、ジャム・ヤン君の期間が終了し、先日

終了式に会長と彼と私の3名で出席してきました。今

後は東京外語大学の研究生として、日本に残るとの事

です。時間が有りましたら、クラブの方へも顔を出し

て頂ければ…と思います。皆さんのご協力のお蔭で、

1年間無事にカウンセラーを務める事が出来ました。

どうも有難うございました。 

 

◆ジャム・ヤン君 

皆さん、こんにちは、一年間皆さん

にご支援を頂き、奨学金も含めて大変

助かっておりました。将来的にもいろ

んな意味で、人生の中でとても勉強に

なりました。有難うございました。 

 

◆奥津雅史会長エレクト 

 先週、木・金の2日間に「PETS」に参加して参りま

した。大変勉強になりました。参加している中で、我

がクラブのＺｏｏｍ例会のレベルが高い事を実感して

参りました。 

そして、次年度のRIテーマ「奉仕しよう みんなの人

生を豊かにするために」です。 

又、私の年度の会長所信は「本質において一致 行動

において自由 全てにおいて信頼」と決めました。一

年間宜しくお願い致します。 

  

◆菊池和彦財団・米山委員会担当理事 

 来週の「苺狩り例会」の後、夜6時から「焼肉やっ

ちゃん」にて、ジャム・ヤン君の送別会を開催致しま

す。皆さん奮ってご参加をお願い致します。 

委員会報告  
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明会員に財団の領収書が届きました。 

３.川口モーニングRCより、「アイメイトチャリティゴルフの組合せ表」

が届きました。 

４.蓮田ロータリークラブより「創立50周年記念ゴルフの組合せ表」が届

きました。 

５.地区より「2021年地区研修・協議会」の案内が届きました。 

 ・日時 4月16日(金) ZOOMにて開催  

 ・AM10:20 点鐘  終了16:00 

６.地区より「米山奨学生オリエンテーション」の案内が届きました。 

・日時 4月4日(日) PM1:30 開始  終了16:00予定 

・場所 市民会館 おおみや 第３－第５集会室  

 

 

 
 

■ 末次 哲朗会員 ご結婚祝い 

■ 萩原 秀咲会員   〃 

■ 小宮  勇会員   〃 

■ 橋本かほる会員   〃 

■ 水戸  恵会員 お誕生祝い 

 

 
 

 

 

４月お誕生日･ご結婚記念の 

皆様おめでとうございます！ 

地区より、飯淵昭二会員と加藤哲男会長に委嘱書が届き

ました。写真右は飛田美佐子会員と橋本かほる会員に

ポールハリスフェローの認証状とバッチが届きました。 
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 ◆阿津澤清「加倉グランパス」代表 

 先週の日曜日は有難うございました。会員増強委員

会の担当により、拙い我々の演奏を聴いて頂き有難う

ございました。まだまだボケ防止のため、頑張ります

ので宜しくお願い致します。 

 

 

  

「卓話者紹介」 

◆遠藤光治公共イメージ委員会担当理事 

 

 

 

 

 

 

 

 

「中根誠人様のプロフィール」 

中根誠人様( 46歳 ) 

1975年 埼玉県岩槻市に生まれ 上里小学校へ通学 

2000年 東京大学卒業 国際協力機構（ＪＩＣＡ）へ

勤務 

2004年 ＪＩＣＡを退職し、ロータリー親善奨学生と

してアメリカのコーネル大学応用経済学部へ

留学。カウンセラーは故・西原 勇会員、会

長は私 遠藤光治でした。 

2006年 修士課程を修了後、博士課程へ進学。アメリ

カでのホストクラブはニューヨーク州のイサ

カ・カュガRCでした。 

2010年 コーネル大学から応用経済学博士号を取得。 

2009～2012年 

 エコノミストとして、国際通貨基金（ＩＭ

Ｆ）で勤務。その後 

2012年から 

 ローマ国連食糧農業機関（ＦＡＯ）で勤務。 

2015年 マニラのアジア開発銀行へ移り、現在に至る

まで南アジア地域のインフラプロジェクトを

担当している。 

 

[卓話者] 中根誠人様 

 ご紹介頂きました中根誠人です。こちらのクラブか

ら財団奨学生としてアメリカへ派遣させて頂きました

が、中々、お礼のご挨拶に伺う事が出来ませんでし

た。本日は、たまたま時間が取れましたので、お伺い

させて頂きました。 
 

この後は、スクリーンにてお話しさせて頂きます。  
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本日のテーマ 職業奉仕委員長卓話  
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加藤 哲男  久し振りのリアル例会です。宣言は解

除されましたが、今後を注視しましょ

う。中根誠人様、ようこそ、卓話宜し

くお願い致します。 

清水 常三  田中徹夫パストガバナー、関根隆光パ

スト会長、ご両名のご冥福をお祈り申

し上げます。久し振りの例会場での例

会ですね。 

飯淵 昭二  リアル例会、再開おめでとうございます。 

阿津澤 清  久し振りの例会、元気に行きましょ

う。先週はグランパの演奏会、有難う

ございました。 

菊池 和彦  皆さん、久し振りのリアル例会です

ね。中根誠人さん、本日の卓話宜しく

お願い致します。 

斎藤 公司  中根誠人さん、立派に大きく成長され

てうれしいです。 

加藤 和正  久し振りの通常ロータリー例会で、会員

皆様、お元気な様子、うれしいです。 

杉田 政男  中根誠人様、ようこそ卓話有難うござ

います。久し振りに皆様とお会い出来

て嬉しいです。 

遠藤 光治  中根誠人さん、卓話有難うございます。 

山崎 和雄  久し振りの例会場ですね! 

丹野 寿明  久々の通常例会、非常に嬉しいです。

中根様、外部卓話有難うございます。 

小宮  勇  久し振りの例会です。ジャム・ヤン君 

 3月で例会出席終了です。3/21日終了し

ました。皆様の協力ありがとうござい

ました。 

増渕  明  久々のリアル例会ですね。宜しくお願

いします。 

橋本かほる  久し振りの例会、皆様にこやかで最高

です。 

飛田美佐子  久し振りの例会で、皆さんに逢えるの

が楽しみでした。 

中里  仁  櫻の開花、早いですね。 

京野 新悟  中根誠人様、ようこそお越し頂きまし

た。卓話、宜しくお願い致します。 

小泉 真悟  久し振りのリアル例会、桜も見頃を迎

え、大変楽しみです。 

西村寿美子 今月、結婚祝いを頂きました。有難う

ございます。 

奥津 雅史  
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例会日 総数 出席 欠席 Ｍｕ 出席率 

3/23 
免除4名 

26 
(4) 

19 
(1) 3 1 86.36% 

3/2修正 

免除5名 
27 
(5) 

20 
(1) 3 0 86.36% 

出席報告  

ニコニコBOX金額報告  

3/23合計 ３０，０００円 

今年度累計 ７０８，７４０円 
ニコニコＢＯＸ・出席報告 


