
 

  

 
 

◆ (故)田中徹夫パストガバナー令夫人 田中民江様   

 

  

北海道など10都道府県に発令されてい

る新型コロナウィルス対策の緊急事態宣

言が、期限の 20日まで 2週間を切りまし

た。政府は東京五輪・パラリンピックをに

らんで全面解除を目指しており、北海道

や沖縄だけの延長には否定的です。ただ、

焦ると五輪の開催中に感染が再拡大する

恐れもあります。 

コロナ対応の改正特措法では、全国的に急速な、まん延の恐れがある

場合に宣言を発令すると規定しています。東京や大阪を解除するかどう

かも北海道や沖縄の状況を見ながらの判断になります。宣言解除の期限

は7月 23日の五輪開催の約1カ月前で、6月中に観客の有無や上限を判

断するとしています。しかし、菅首相は観客を入れた五輪開催に意欲を

示しており、宣言の延長は避けたいのが本音の様です。 

本日の例会は、今年に入ってご逝去なされました関根隆光会員、田中

徹夫会員、宮本和寿名誉会員の功績を称え、会員皆で故人を偲んでいた

だき、安らかに永眠頂きますよう「偲ぶ会」を行います。ここに謹んで

故人のご冥福をお祈り申し上げたいと思います。       以上 

 

  
 

1. 第4グループ小暮ガバナー補佐より、

「第3・第4グループポリオチャリティ

ゴルフの組合せ表」が届きました。 

2. 同じく第4グループ小暮ガバナー補佐よ

り、「第7回会長・幹事・IM委員会」の案

内が届きました。 

 ・日程 6月18日(金)   

 ・場所 オノオノ春日部店  

3. 6月のロータリーレートが1弗109円の案内が国際ロータリーより届きま

した。 

4. 地区より「ガバナー月信６月号」が届きました。４ページに山形照之P

地区幹事の 

 「田中徹夫パストガバナーを偲んで」の記事と11ページのTOPICSに加

藤哲男会長の「長年の奉仕に県知事より感謝状の贈呈…!!」の記事が

掲載されました。ご覧下さい。 
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 5. 日本事務局より「財団ニュース5月号」が届きまし

た。回覧します。 

6. 地区より「次年度管理運営・クラブ研修リーダー

合同セミナー」の案内が届きました。 

 オンラインミーティングとなります。 

7. 本日レターケースにガバナー月信6月号と週報33・

34号と35・36号のいずれも合併号で入れてありま

す。ご確認下さい。 

8. 例会終了後、第13回理事会がここの場所にてござ

います。関係者は出席下さい。 

 

 
  

◆田中徹夫パストガバナー令夫人 

 田中民江様ご挨拶 

 皆様、こんにちは。本日は主人の為にこの様な「偲

ぶ会」を執り行って頂き、感謝申し上げます。 

思えば41年前にチャーターとしてロータリーにお世話

になり、当時のメンバーも4-5名になってしまったと

の事です。 

主人は昨年の暮れに食道癌が見つかり、医師からは高

齢の為、手術は不可能と言われ、余名半年と告げられ

ました。それよりずっと早く3-4ヶ月で逝ってしまい

ました。新型コロナ禍の事も鑑みて葬儀は身内のみで

簡単にさせて頂きましたので、皆様にご出席いただく

事は出来ませんでしたが、本日この様な「偲ぶ会」を

行なって頂き、主人も喜んでいると思います。本日は

有難うございました。 

 

 

 

 

{関根隆光様を偲ぶ} 

◆斉藤公司パスト会長(チャーターメンバー)

 
 関根年度は忘れられない楽しかった思い出が2つあ

ります。 
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(故)関根隆光・田中徹夫・宮本和寿会員を 

偲ぶ会 

米山奨学生 レ・ティ・フンさんに6月分の奨学金授与と 

西村事務局へ6月分の事務局給与を贈呈致しました。 

小泉真悟導師より、偲ぶ会の読経をあげて頂き、そ

の間に会員ひとり一人がお焼香を心を込めてあげさ

せていただきました。 

お客様挨拶 
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 ① 新潟県十日町の雪まつりの見学です。関根さんは

新潟県で住職になる修行をされたのです。当地に

は知人が多くて、いろいろな所を案内して頂きま

した。 

 雪まつりと云うと皆さん、北海道札幌を思い出す

方が多いと思いますが、雪まつりの始まりは十日

町なのです。十日町の方が歴史が古いのです。で

すから町中あげて雪まつりに参加しています。 

② 新潟県片貝町の花火大会を見学しました。片貝町

は花火作りを地場産業としております。関根さん

は以前、浦和学院高校の校長を務めておりまし

た。その当時の知人が片貝町に居て、その方の案

内で花火を見に行きました。特等席を用意して下

さって楽しくみてきました。この大会で特に印象

に残ったのは4尺玉の打ち上げでした。大きくて重

いと云う感じでした。迫力は充分ありました。  

 

◆清水常三パスト会長(チャーターメンバー) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

今迄、例会に欠席がちでしたが、別に体調が悪いわ

けではありませんでした。何となく体が怠い感じがし

て、欠席しておりました。 

今日は、パスト会長(故)関根隆光さんの思い出話を

させて頂きます。以前、福田こうへいさんのコンサー

トを関根隆光さんと橋本 昇さんの3人で、行った事が

思い出されます。場所は越谷のサンシティでした。福

田こうへいさんは元は民謡歌手として活躍しておりま

したが、今は歌謡曲・演歌を専門に歌っております。

ユーモアも有り、舞台が終わりますと一人ひとりに握

手をして頂き、関根隆光さんや橋本 昇さんもとても

感激して喜んでいました。関根隆光さんには、まだま

だこれから沢山、カラオケやコンサートにも行きた

かったと思いますが、早くも逝ってしまわれ、とても

寂しく残念に思います。どうか天国で安らかにお休み

ください。 

 

{田中徹夫PGを偲ぶ} 

◆山形照之パスト会長(チャーターメンバー) 

 ガバナー月信に掲載させて頂きました。田中徹夫パ

ストガバナーを偲んで…!! 原稿にも書かせて頂きま

した。チャーターの時の話が思い出されます。 

田中さんと一緒に、地区内いろんなクラブへキャラバ

ン隊に行った事も有ります。私が会長の時、萩原秀咲

さんに幹事をやって頂き、田中徹夫さんをガバナーに

しよう…と云う話が持ち上がり、地区に働きかけて田

中徹夫パストガバナーに就任致しました。フィリピン

のマラボンRCとの姉妹クラブの締結や、向こうからも

多くのお客さんを迎えて交流も図りました。英語が堪

能なので初めは凄い人だなぁ～と感心しました。時間

の関係も有りますので、月信も目を通して頂ければ…

と思います。 

 

◆加藤和正パスト会長 

 

 本日は「偲ぶ会」を開催して頂き、加藤哲男会長は

じめ理事の皆様にお礼申し上げます。 

田中徹夫さんと私はロータリーに入ってずーっと一緒

に行動していた様に思い出されます。 

田中さんは特に英語が堪能でしたので、本人も36カ国

位、海外に行っておられたとの事です。 

バルト三国にも田中徹夫さんと一緒に旅行した事が有

ります。いろんな事が思い出されます。 
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 特にある絵画を見て「人を許す……」と云う意味があ

る事を教えてくれました。田中徹夫さん自身も他人を

許し大らかな気持ちで接する事を教えて貰ったかなぁ

～と、思います。時間が迫っていますので簡単です

が、これで終わらせて頂きます。 

 

{宮本和寿P会長を偲んで} 

◆小宮 勇パスト会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

只今先輩の方々からお話を聞き改めて関根隆光会

員、田中 徹夫会員、宮本 和寿会員がいなくなりと

ても残念でなりません。いろいろとお世話になり感謝

申し上げたいと思います。有難う御座いました。 

さて宮本和寿様のお話ですが、私が未だ第３９代会長

ノミニ―になっていない時、当時の阿津沢会長より電

話頂き、今ここにいますので来てくれとの電話であり

ました。阿津沢会長、藤堂幹事、そして宮本様がそ

ろって待ち受けたようで、会長より第３９代会長ノミ

ニ―としてお願いしたいと、又宮本様より俺が幹事を

するので是非お願いしたいといわれ言葉に詰まる思い

でありましたが、ただただわかりましたといった言葉

しか出ませんでした。私の年度始まる前、５月連休後

宮本様と（ガチ）で会い、早くもクラブ定款、クラブ

内規の訂正、クラブ年度計画書が７割ぐらい出来てお

り、ただただ感謝しかありませんでした。例会が始ま

り我がクラブより菊池ガバナ―補佐が班出され本当に

心が閉まる思い出でありました。例会が２,３回進ん

だ時、今丹野さんといるので直ぐに（ガチ）に来てく

れとの連絡があり急いで行きますと、宮本様より入院

する為、大変申し訳ありませんが幹事の件は、奥津幹

事エレクトに話をしてありますので心配の無いように

しておきましたので大丈夫ですとの言葉でした。一瞬

ドキットしてしまい言葉が出ませんでした。入院中萩

原 秀咲様の車にてお見舞いに行き、とても元気で今

すぐにも退院できるかのようでしたが、数値が安定し

ない為、退院は出来ない事でした。宮本様とは今思え

ば長いようで短い時間のようであります。つらい病気

の話はあまりしませんでした。ただただ感謝の気持ち

しかありません。有難うございました。終わります。 

 
 

◆丹野寿明パスト会長 

 

 宮本さんを一言で言い表すならThe Rotarian では

ないでしょうか。ロータリーが大好きで本当の意味で

の岩槻東クラブの中心的な存在でした。このクラブで

の実績として会長を2回、幹事を3回されていますが、

仕事でも忙しい身でありながらクラブ存続の為にこの

激務を5回も快く引き受けてくださった、このクラブ

の大恩人の一人だと自分は思っています。 

私にとっての宮本さんは、少し年の離れた兄貴とい

う存在でした。よく二人で飲みに行きお互いに大好き

なビールを大量に飲み干しました。その席ではロータ

リーの事やプライベートの事、仕事の事等、色々な話

を時間の許す限り赤裸々に語り合いました。私がクラ

ブ幹事をしていた時に一方的に起こされた離婚調停を

抱えながら、仕事やクラブの事を行っていました。誰

にも内緒にしていましたが、正直言って精神的にも肉

体的にも限界でいつ気持ちが切れてもおかしくない状

況でした。宮本さんは平静を装っている私を見透かし

てか、いつもの様に飲みに誘ってくれて、私の発する

違和感について踏み込んで聞いてくれました。宮本さ

んの真剣で真っ直ぐな圧に、観念して事の全てを話し

たのですが、実情を知った宮本さんは私の気持ちに寄

り添い、時には一緒に涙を流してくれて、これ以上無

いくらい親身になってアドバイスをしてくれて、励ま

してくれました。最後に二人で飲みにいったのは2019年

11月だったと思いますがその日に至るまでも毎回私のそ

の後を気に掛けてくださり心配してくださいました。 

 皆さんの中には宮本さんから叱咤された方もいるか

と思います。私は皆さんの何倍も頭ごなしにそれを受

けてきた一人です。時には多少頭にくる事もありまし

たが不思議と怒りにまで思うことはありませんでした。
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 それは宮本さんの「 り」には「教え」や「意味」が

あったからだと思います。 られた理由を考えてみる

と私に非があることは確かで、それを気付かせる為や

本当の恥をかかせぬようそうしてくれたのだと分るか

らです。あえて嫌われ役を演じてくれる希少な先輩で

あり、クラブや会員に対する思いやりに溢れた真の

ロータリアンであったと思います。 

 宮本さんと私には互いに一人息子を亡くしたという

共通点があります。時にはその話もしました。宮本さ

んがすでに癌に侵されてからの話ですが、「人の命は

火の灯ったローソクの様な物で息子は思っていたより

も短くて先に死んだ、俺のはどの位の長さか分らない

が消えるまで頑張るから、、、でも不思議と死ぬのは

怖くない息子とまた会えるかもしれないからな」との

旨を話してくれました。この世にいる私達には分かり

ませんが、息子さんと会えた宮本さんはあの世で楽し

んでいるのかもかも知れません。 

関根隆光様、田中撤夫PG、宮本和寿様のご冥福をお祈

り申し上げます。 

 

 

 

 

 

※故) 関根隆光会員は2月2日 肺癌の為、 

 お逝去なさりました。 

 故) 田中徹夫会員は3月4日 食道がんの為、 

 宮本和寿会員は4月8日 脳腫瘍と肺癌の為、 

 ご逝去なさりました。 

 皆様のご冥福をお祈り申し上げます。 

 

 

 

 

{偲ぶ会 閉会の言葉} 

◆菊池和彦Ｐガバナー補佐 

 皆様、本日の偲ぶ会例会には、お忙しい所、大勢の

会員にご出席頂きまして、有難うございました。又、

(故)田中徹夫パストガバナー令夫人には、わざわざご

出席頂きまして、感謝致します。今日の偲ぶ会の準備

に当たっては、山形照之会員と加藤和正会員には、何か

とお配慮頂き感謝いたします。「偲ぶ会」を開催してみ

て、ロータリーの神髄に触れた様な気が致しました。 

 素晴らしい先輩たちを急遽亡くしまして、未だ気持

ちの中では、お亡くなりになったと云う気持ちを受け

入れられないで居りますが、ロータリーで長年行動を

共にして来た仲間ですので、寂しい気持ちで一杯で

す。どうか天国で安らかに眠って頂きます様、ご冥福

をお祈り致します。 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

田中民江様(故・田中徹夫パストガバナー令夫人) 

       会員の皆様、本日は暖かいお心遣い頂

きまして、大変有難うございます。会

員の皆様も健康には、充分注意され、

日々をお過ごし下さい。 

加藤 哲男 本日の「偲ぶ会例会」に際しまして、

改めてご冥福をお祈りいたします。 

ニコニコＢＯＸ・出席報告 
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導師小泉真悟様に、クラブよりお布施を贈呈させて頂

きました。荘厳の雰囲気の中に、偲ぶ会を滞りなく執

り行う事が出来ました。安らかにお休みください。 
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萩原 満久  本日は「偲ぶ会」です。３故人を皆で

思いお祈りしましょう。 

杉田 政男  先日は、誕生祝い有難うございまし

た。田中様、関根様、宮本様のご冥福

をお祈り申し上げます。 

山形 照之  田中PGの奥様、忙しい所、参加してく

れてありがとうございます。 

清水 常三  故)関根隆光さん、田中徹夫さん、宮本

和寿さん、皆様方の偲ぶ例会です。 

斎藤 公司  関根さん、田中さん、宮本さんのご冥

福をお祈りします。 

小宮  勇  関根隆光さん、田中徹夫さん、宮本和

寿さん、いろいろとお世話になり有難

うございました。 

丹野 寿明  田中徹夫パストガバナー、関根隆光

様、宮本和寿様、ご冥福をお祈り申し

上げます。結婚祝い有難うございまし

た。 

菊池 和彦 関根会員、田中会員、宮本会員のご冥 

 福をお祈りします。 

( 同趣旨 )  萩原 秀咲   遠藤 光治  

       増渕  明 

飛田美佐子  関根さん、田中さん、宮本さん、短い

間でしたが、楽しい時間を有難うござ

いました。 

山崎 和雄  偲ぶ会、例会に田中さん、関根さん、

宮本さん、残念です。 

加藤 和正  追悼例会に感謝申し上げます。 

阿津澤 清  寂しいね…。写真の顔がいいね！ 

 

 

藤田 恵子  ロータリーが大好きな3名の方々、最後ま

で永らくご活躍をされていらっしゃった

ので、本当に寂しくなります。ご冥福を

心よりお祈り申し上げます。 

小泉 真悟  本日の供養、心してお勤めさせて頂き

ます。 

奥津 雅史 沢山の思い出があります。今まで有難

うございました ! 

中里  仁  水田に除草剤を蒔きました。 

京野 新悟   飯淵 昭二   橋本かほる   

 IWATSUKI-EAST ROTARY CLUB WEEKLY REPORT 

例会日 総数 出席 欠席 Ｍｕ 出席率 

6/8 
免除4名 

26 
(4) 

23 
(2) 1 0 95.45% 

5/17修正 

免除4名 
26 
(4) 

22 
(4) 0 0 100.0% 

出席報告  

ニコニコBOX金額報告  

6/8合計 ５０，０００円 

今年度累計 ８８９，３２０円 

 
 

  

 
 

ご結婚記念 

■ 斉藤 公司会員 
■ 橋本かほる会員
   

お誕生祝い 

■ 菊池 和彦会員 

■ 丹野 寿明会員 

■ 水戸  恵会員 

■ 飛田美佐子会員

６月ご結婚記念・お誕生祝い  

今月、結婚月・誕生月の皆様、お目出とうございます。結婚祝いには「サクランボ」をご自宅へお送り致しました‥。 


