
 

  

 
 

◆ 少年サッカーチーム監督 関根 彰様   

◆ 地区青少年奉仕部門委員長 鈴木伸雄様  

 

  

去る 4月 8日、宮本和寿名誉会員がご逝去されま

した。改めて哀悼の意を表します。 

本日より、まん延防止等重点措置が埼玉、千葉、神

奈川、愛知の 4県にも適用されます。これにより対

象区域は10都府県に拡大されました。知事が区域を

定めて、飲食店などに時短を要請もしくは命令する

ことが出来るとありますが、お店では感染防止対策を最優先しても指定区

域の飲食店は全て時短です。今後、第 4波が来ない事を祈ります。 

16 日に開催された次年度地区研修・協議会には、470 名以上の参加者があ

りました。2021-22 年度 R I 会長 シェカール・メ-タ氏によるテ-マ講演で

は、数々の目標を提案されていました。「奉仕しよう みんなの人生を豊か

にするために」は、地区活動方針でもあります。 

我がクラブにおいても、次回例会から 2 回の予定でクラブ協議会を開催

します。そして、5月 17 日は第 3・4 Ｇによるインターシティーミ-ティン

グが開催されます。尚、最終例会につきましては 6月 27 日(日)に変更して

大宮パレスホテルでの開催を予定していす。 

本日のテ-マは、青少年奉仕委員会担当による卓話で、お客様にお越し頂い

ています。コロナ変異株「N ５０１ Y」感染者のまん延・拡大が進む状況下

で、大阪府では 3 度目となる緊急事態宣言が発出されようとしています。

「マスク・消毒・検温」の励行、三密を避けて感染しない・させない…を自

覚する必要があります。 最後に、クラブテ-マを 

“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」  

体調管理を万全に、ご自愛ください。     以上 

 

 
 

1. 地区より「2023-2024年度ガバナー」に、幸手

ロータリークラブの梨本 松男会員が指名委員

会の全員一致で選出された旨、案内が届きまし

た。尚、梨本氏の経歴・写真については、ガバ

ナー月信11号(5月号)に掲載予定です。 

2. 地区より、中里公造ガバナーが緊急入院の為、

小林 操直前ガバナーが代わりにガバナーを引き受ける事になりました。 

3. 地区危機管理委員長より、「ロータリー活動後の会食におけるコロナ

発症について」の書簡が届きました。   回覧させて頂きます。 
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 4. 公益財団法人 ロータリー米山記念奨学会より、世

話クラブ業務委託覚書とクラブに奨学生世話クラ

ブの委嘱書と小泉真悟会員にカウンセラーの委嘱

書が届きました。 

 小泉会員には、次回お渡し致します。 

5. 川口モーニングロータリークラブより、アイメイ

トチャリティゴルフのお礼状と結果報告が届きま

した。参加者にメール転送してございます。 

6. 蓮田ロータリークラブより、50周年記念式典中止

の案内が届きました。又、ゴルフ大会のお礼状と

記念写真が送られて参りました。  関係者に配

布します。 

7. 第3・第4グループIM実行委員長より、ZOOM開催の

ミーティングIDとパスコードが届きました。後程

ZOOMにて参加される方の希望を取らせて頂きます。 

8. 第4グループ小暮ガバナー補佐より、第6回会長・

幹事会の案内が届きました。 

 ・日時 4月28日(水)PM6:00~   

 ・場所 A＆Aファーストビル3F (オノオノ春日部店) 

9. 本日レターケースに ①週報30例会・31例会が入

れてあります。 ご確認下さい。 

 

◆   ◆   ◆ 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆米山奨学生 レ・ティ・フンさんに4月分の 
  奨学金授与 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 レ・ティ・フンさん挨拶 

皆さんこんにちは。今日は、奨学金を頂きまし

た。有難うございます。私は夏になると何故か頭が

痛くなります。今年も夏が来ると怖いです。これか

らも宜しくお願いします。 

 

 
 

◆京野新悟親睦委員長 

これからの行事で通常の例会

では無い行事の案内を２つさせ

て頂きます。 

・5 月 25 日 ( 火 ) AM10:30 ～ 

「岩槻歴史さんぽ」例会を

行います。 

・6月27日(火) PM16:00～  

 「加藤哲男年度 最終例会」を行います。 

 場所はパレスホテル 大宮です。 

 以上2点、詳細は追ってご連絡させて頂きます。 

 

◆遠藤光治公共イメージ委員長 

 今年の「2021人形のまち 岩

槻まつり」は開催中止の案内

が、岩槻まつり実行委員会より

届きました。 又、クラブが毎

年、次年度の年度計画書を作る

時期が来ました。各役員、理事、委員長の方は基本方

針・活動計画を作成しますが、年度計画書にあるクラ

ブ定款、細則、内規を良く読んで理解した上で、作成

した方が良いのではないかと思います。又、会員の皆

さんもたまには読むことで忘れていた事を思い起こす

事も有りますので、行ってみては如何でしょうか。 

以上、広報委員会よりの報告です。 

 

 
  

◆加藤和正青少年育成・交換・IAC・RYLA委員長 

「ご紹介」  

スポーツ少年団 サッカーチーム指導者 関根 彰様 

 皆さんこんにちは。本日、

卓話にお越し頂いた関根 彰

様のご紹介を兼ねて、少しお

話させて頂きます。関根様は

さいたま市岩槻区の少年サッ

カーチームの指導者として、以前活躍しておられた

関根美智雄さんの後を継いで現在、少年サッカーの

面倒を見ておられます。チームは4チームあり、こ

の夫々のチームにボールをお送りいたします。後

委員会報告  
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本日のテーマ 青少年奉仕外部卓話  
四つのテスト・ロータリーの目的を斉唱

する奥津雅史職儀容奉仕委員長 
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 程、小宮 勇理事からもお話があるかと思います

が、この度は、委員会と理事会の承認を得て、サッ

カーのチームへボールを購入して寄付する事になり

ました。すでにボールは購入して頂きチームの方へ

お渡し致しましたので、その写真を回覧させて頂き

ます。因みに過去には、山形年度と私(加藤和正)の

年度と阿津澤年度にも「少年サッカー大会」を盛大

に行った事も有ります。初めは、30名以下程度のメ

ンバーでしたが、現在は80名近くおられるとの事で

す。それでは、関根さん宜しくお願い致します。 

 

[卓話] 関根 彰様 

岩槻ジャガーズの監督をやらせて頂いておりま

す。関根 彰と申します。前の関根監督の後をつい

で既に十数年になりま

す。メンバーには、幼

稚園年少から小学6年生

まで、女子も14名おら

れて、女子チームとし

て活躍しております。

先ほどもお話がございましたが、最初は15-6名しか

おりませんでしたが、現在は全体では約80名近くの

メンバーがおります。この様に国際ロータリーさん

の支援をお受けするにあたり、我がチームのみなら

ず他のチームにも日本スポーツ少年団のご理解を頂

き、4チームに4個づつのボールを頂く事と致しまし

た。回覧している写真には、3チームしか映ってお

りませんが、内のチームは今度の日曜日に3年生と4

年生のイベントを行いますので、その時に披露する

予定にしております。「努力する力を獲得する」を

テーマにイベントを行いますので、その際の賞品に

ボールを使わせて頂く予定です。時間のある方は是

非ご覧下さい。 

 私自身、今日はロータリーさんの例会にも出席さ

せて頂きとても勉強になりました。これからも宜し

くお願い致します。 

 

◆小宮 勇青少年奉仕委員会担当理事 

卓話者 鈴木 伸雄様 ご紹介 

「プロフィール」 

1957年(昭和32年) 生まれ63歳 

春日部イブニングロータリー所属 

2008年ロータリー入会 

 (2008-09年度岩渕 均ガバナー) 

2015-16年度(井原ガバナー) クラブ会長 

2016-17年度(浅水ガバナー) 地区青少年交換委員 

2017-18年度(大貫ガバナー) 地区青少年交換委員 
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写真上は、少年サッカーのチームに、サッカーボールを

贈呈致しました。4チームありますが、後1チームはイベ

ントに贈呈致します。 
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 2020～’21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   加藤 哲男 
例 会 場 さいたま市民会館いわつき Tel  048-756-5151 幹    事  萩原 満久 
クラブ事務局   Tel 048-757-9786  Fax 048-756-5539 会報委員長 遠藤 光治 

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

    2018-19年度(中川ガバナー) 地区青少年交換委員 

2019-20年度(小林ガバナー) 地区青少年交換委員長 

2020-21年度(中里ガバナー) 地区青少年奉仕部門 

 委員長  

 

[卓話] 地区青少年奉仕部門委員長 鈴木 伸雄様 

 初めに中里公造ガバナーの入

院の状況についてのお話がござ

いました。(早く回復なされて

復帰出来る事をご祈念申し上げ

ます。内容については、割愛さ

せて頂きます。)現在は、小林操パストガバナーが手

続き上、副ガバナーとしてご指導を賜っております。 

さて、青少年奉仕部門は、昨年からコロナでいろい

ろな事が大変でした。元は4大奉仕の中に入っておら

ず、1998-99年度当たりから新世代奉仕の名前で5大奉

仕となりました。そして次世代の子供達を育てると云

う意味がございました。その後、2014-‘15年度に青少

年奉仕の名前に戻りました。その中で、青少年を扱う委

員会、青少年交換・米山奨学・ローターアクト・イン

ターアクトなどの委員会などでは、特にハラスメントに

気を付けなければならない…と云われております。 

 青少年交換で申しますと、毎年15名の学生の受入れ

と派遣を行っております。我が2770地区は全国でも青

少年交換の受入・派遣で特に優秀な地区と云われてき

ました。ただこの様に若い学生を45名も預かること

は、地区としては大変な事です。ちょっと目を離すと

グチャグチャになってしまいます。セクハラにも気を

付け乍らやって行かなければならない。 基本的に

は、愛をもって子供達に接していけば問題は解決する

と思います。次年度は新規に募集するかどうか…は、

未だ決めておりません。新型コロナ感染状況を鑑みて

決めていこうと思います。(紙面の関係上一部割愛さ

せて頂きました事ご了承下さい。) 本日は、卓話にお

呼び頂いて有難うございます。話纏まりませんがこの

辺で時間ですので、終わりにしたいと思います。ご清

聴ありがとうございました。  

 

 

 

 

  
 

加藤 哲男  お客様、本日はようこそ岩槻東へお越

し下さいました。卓話宜しくお願い致

します。 

萩原 満久  関根 彰様、鈴木伸雄地区部門委員長、

本日は岩槻東RCにようこそお出で頂き

ました。本日は、卓話楽しみにしてい

ます。 

加藤 和正  地区青少年部門委員長 鈴木伸雄様、

岩槻少年サッカーリーダー 関根彰

様、卓話に感謝申し上げます。 

藤田 恵子  青少年奉仕部門委員長 鈴木様、本日

は、ようこそ!! 卓話たのしみにしてい

ます。 

( 同趣旨 )  菊池 和彦   遠藤 光治 

小宮  勇  鈴木伸雄 地区青少年奉仕部門委員長

様、関根 彰少年サッカー代表、本日は

宜しくお願いします。 

( 同趣旨 )  京野 新悟   杉田 政男 

       丹野 寿明 

斎藤 公司  春日部イブニングの鈴木様、卓話楽し

みです。 

阿津澤 清  さわやかな気候になりました。サッ

カー部、ガンバレ! 

飛田美佐子  今年は、春があっという間に通り過ぎ

てしまいましたね。 

中里  仁  稲、種まきの準備をしています。 

山形 照之  皆様、ご苦労様、早退します。 

奥津 雅史   増渕  明   飯淵 昭二 

萩原 秀咲 
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例会日 総数 出席 欠席 Ｍｕ 出席率 

4/20 
免除4名 

26 
(4) 

20 
(1) 3 1 90.90% 

3/30修正 

免除4名 
26 
(4) 

26 
(1) 0 0 100.0% 

出席報告  

ニコニコBOX金額報告  

4/20合計 ２３，０００円 

今年度累計 ７８５，３２０円 

ニコニコＢＯＸ・出席報告 


