
 

  

 

 

皆様、改めましてこんにちは。2 週間ぶりですがお

久しぶりです。 

こうして皆さんのお顔が見られると、とても元気

が出ますね。 

さて、東京パラリンピックが先日無事に終わり

ました。昨今ではダイバーシティとか多様性の大

切さが叫ばれております。ところがこの分野に於

いて日本はやや後進国だと感じる今日この頃で

す。パラリンピックでは男子車椅子テニスの部門で国枝慎吾選手が金メダ

ルを獲得しました。その直後の全米オープンでも優勝して見事二冠達成と

相乗りました。こんな逸話がございます。男子テニス界のレジェンド、スイ

スのフェデラー選手。これまでグランドスラムで 20 回の最多優勝を誇る彼

に日本人記者が質問しました。『なぜテニスの日本人メジャーチャンピオン

が生まれないのか？』するとフェデラーが『君は何をバカな事を言ってるん

だ！日本には国枝慎吾が居るじゃないか❕』さすが世界のレジェンド。国を

超え人種を超えて国枝慎吾選手をリスペクトしてくれている。この質問に

日本の障害者への意識が表れているように感じました。それと同時にあの

世界のフェデラーが国枝慎吾選手を称えてくれた事が日本人として何より

嬉しく感じました。それと同時にダイバーシティ多様性への道のりはまだ

まだ先が長い日本国であります。※グランドスラムタイトル、フェデラー

20 回(歴代 1 位)国枝慎吾 46 回(ギネス記録) 

さて、本日は会員リレー卓話という事で皆さんの近況が聞けるので大変

楽しみにしております。それでは今日も 1 日、宜しくお願い致します。 

 

 
 

1. 地区より、米山部門セミナーZOOM開催の入室の

案内が届きました。9/18(土) 15:00～17:00 

増渕 明幹事、中里 仁米山奨学委員長が申込

み済みです。 

 ミーティングID 872 7651 0590 

  パスコード 020330 です。 

2. 蓮田ロータリークラブより、外部卓話ZOOM参加

者宛てにメーキャップカードが送られてきました。すでにメール転送

済みです。 

3. 第4G三枝和男ガバナー補佐より、第1～第4Gの会長に埼玉県知事表敬

訪問の案内が届きました。日程 10/7(木) 場所 追って知らせる。 

4. RLIパートⅠに、小泉真悟会員と藤田恵子会員が申込み済みです。 

登録料1名3000円をクラブで立替ておきます。 

5. 世界ポリオデーに寄付金を集める為の募金箱が地区より届きました。 
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6. 地区より菊池和彦会員に、RLIのディスカッション

リーダーの委嘱状が届きました。 

7. ロータリー財団より杉田政男会員と加藤哲男会員

に財団寄付の領収書が届きました。 

8. 地区公共イメージ委員会より、10月24日世界ポリ

オデー「トレインジャックプロジェクト」のパン

フレットが届きました。 

9. ロータリー100周年記念誌、一式4㎏もある本が届

きました。 

10.その他、 

① さいたま特別支援教育振興会より総会資料・広

報誌「ともしび」・賛助金振込用紙が届きまし

た。 

② 米山記念館より官報38号と賛助会員の振込み用

紙が届きました。 

③ ガバナー月信中里年度最終号・松本年度9月

号、ロータリーの友9月号が届きました。 

 それに週報2回分を後日ゆうパックにて送らせ

て頂きます。 

④ 地区よりYouTube動画「みらいの扉-まっチャン

ネル」の案内が届きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

◆阿津澤 清親睦活動委員長 

 本日、結婚月祝いの山崎和雄会員宅へ「フルーツの

盛り合わせ」をお届けして参りました。 

 

 

 
 

◆加藤和正会員 

 茨木県霞ヶ浦の「蓮のお花」と

「里そば」を食べる秋のドライブ

を愛犬の小型犬「りんちゃん」(メ

ス2歳チワワ)を連れて、妻と一緒

に楽しんでおります。私は、車の

運転が大好きなので、霞ケ浦で

ボートにも乗ってきました。藻がいっぱいでした。

又、蓮の花も一杯咲いておりました。会員皆様もお好

きな方面へお出掛けしてみては如何でしょうか。 

 

本日のテーマ 会員リレー卓話  

本日の例会進行役 飛田美佐子会員   

委員会報告  

 
 

■ 山崎 和雄会員 ご結婚祝い 

 

 

 
 

９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。

これからもお元気で‥‥。 

飛田美佐子会員の司会も回

を重ねるごとに堂に入って、

聞きやすくなりました。 

毎回、ご苦労様です。 



 

3 

 ◆飯淵昭二会員 

 最近、会員増強の方で、横の繋

がりの同好会を企画しています。

地区でもこの話が出て、我がクラ

ブが幹事を引き受ける事になりま

した。スキー・スキューバ―ダイ

ビング・アウトドア・ワイン同好

会等々、他のロータリークラブにも声を掛けて誘う様

に致します。遅れましたが、ガバナー公式訪問欠席し

て申し訳ありませんでした。  

 

◆小宮 勇会員 

最近腰回りに違和感があり、地

元の「はぎ整形外科」にてリハビ

リしています。 

電気マッサージ、ウォーターマッ

サージと人の手によるマッサージ

３種類のリハビリ又、ウォーキン

グにも時間を使っています。明るい話ではなく申し訳

ありません。 これからも自分の体を大切にしていき

たいですね。 

 

◆阿津澤清会員 

 何とか生きております。時間が

あって暇なので草取り等をしてい

ます。腰を傷めない様に気を付け

てやっております。飯淵さんが、

同好会の話をしていましたが、楽

しみにしています。  

 

◆山崎和雄会員 

 皆さんに宇宙国際ステーション

の映像をスマホで入れてみまし

た。今すごいスピードで地球の回

りを旋回しています。今日・明日

には、一番近くを回りますので、

ほんの少しですが、見られたら良

いと思います。  

  

◆丹野寿明会員 

 7月終り頃から8月にかけて、内耳

リンパ水腫と云うメヌエル病の様な

症状に掛かってしまい、口にもでき

ものが出て唇がはれ上がって酷いこ

とになっていました。抗生物質を飲

んでやっと治りました。  

◆斎藤公司会員 

 ①日本経済の基礎を作ったと云

われるＮＨＫ大河ドラマ「青天を

衝け」の渋沢栄一資料館の見学を

希望します。 

 ②当ＲＣで、ZOOM会議を教えて

頂き、他の日常の会議に役立って

います。感謝々々です。 

 

◆中里 仁会員 

 最近は、木に根元からロープを

掛けてやる仕事をしていますが、

滑るので自分の方が気を付けてや

らないと危ないので、気を付けな

がらの仕事をしております。  

 

◆萩原満久会員 

 最近、下請けさんが高齢にな

り、いなくなってしまい、私も忙

しくしています。何方か良い人を

紹介して頂けるとよいのですが、

宜しくお願いします。 

 

◆萩原秀咲会員 

 今日はZOOMに初めて参加させて

頂きました。1月に体調を崩して病

気になり、体重が15㎏減りました

が、今は元気になりました。 

 

◆小泉真悟会員 

 フンさんの回復、何よりです。

先生・ご友人が気にかけて下さっ

たとはいえ、さぞや心細かった事

でしょう。再会を楽しみにしてい

ます。 

山内清掃、墓地の除草等、お彼岸

をお迎えする準備に追われております。 

ワクチンは1度目が終わり、来週火曜日に2回目を打つ

事になっております。  

 

◆飛田美佐子会員 

 今年のお盆は寒い日が続きまし

た。新型コロナ禍ですが、職人さ

んが頑張ってくれて嬉しいです。 
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◆山形照之会員 

 9月4日に、ロータリー財団セミ

ナーに参加致しました。今私は、

ファミリーマートの理事をやらさ

れていますが、こちらでもＩＴで

会議をやる事が多くなり、増渕 

明幹事に教えて頂き、大変助かっ

ております。幹事に感謝の気持ちでいっぱいです。  

 

◆遠藤光治会員 

私はワクチン接種をしない派で

いました、それは毎日水素を吸っ

ていて細胞を活性化して免疫機能

が出来てコロナにかからないと信

じていたからです。 

しかしながら、世の中がワクチン

を接種していないと遊んで貰えないような雰囲気に

なって来ましたので、昨日第１回目打ちました、2回

目は10月16日に打つ予定です。2回打てば遊んでもら

えるのかなぁ～と思います。 

 

◆レ・ティ・フンさん 

 9月4日(土)に熱が有り、保健所

にてＰＣＲ検査をして頂いたら、

新型コロナウィルスに感染が分か

りました。それからは自宅におい

て、自粛する事になりました。食

事は近くの学校の友達が玄関先に

置いてくれました。後、学校の先生や友達・ロータ

リーの皆さんから電話で心配してくれました。保健所

からも毎日、電話くれました。今は殆ど良くなりまし

たが、もう少しです。皆さんにいろいろ心配を掛けて

申し訳ございませんでした。有難うございました。  

 

◆西村寿美子事務局 

 先日の公式訪問に原稿を下さっ

た方が4-5名おられましたが、紙面

の関係で掲載できませんでした

が、ご協力有難うございました。

又、本日の原稿も出来れは頂ける

と有難いです。  

◆奥津雅史会長 

 週末に仲間たちとオプショナル

ツアーで八ヶ岳へ行って来まし

た。気心がしれている仲間たちで

したので、楽しんで参りました。  

 

 

 

◆増渕 明会員 

皆様もご存じの通り、娘が新型

コロナウィルスに感染いたしまし

たが、お陰様で今は元気に仕事に

行っております。私自身も体調に

問題はありません。 

仕事の方は決算月を迎え、バタバ

タしておりますが、11日の土曜日に久々に山登りに

行ってきました。越県せずに飯能市にある300ｍ程度

の柏木山という低山に登ってきました。 

本来であれば眺望の良い山頂のはずでしたが、生憎の

曇り空で景色が良く見えなかったのは残念でしたが、

森林浴でリフレッシュ出来ました。気分転換は必要で

すね。 

 

◆藤田恵子会員からは、繋がらな

かった為に、近況はお伺い出来ま

せんでした事、ご了承下さい。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

例会日 総数 出席 欠席 Ｍｕ 出席率 

9/14免除 
3名 

25 
(3) 

17 
(1) 6 0 77.27% 

8/24修正 

免除3名 
25 
(3) 

21 
(1) 2 0 95.45% 

出席報告  


