
 

  

 
 

皆様、こんにちは。 

 いよいよ感染者数も減って参りまして昨日は

東京で87人、埼玉が確か50名程度だったかと

思います。友達情報によりますとアメリカのカ

リフォルニアではマスクもワクチンパスポート

も無しで人が行き交っているようです。 

アメリカは州によって法律も違いますので一

概には言えませんが、日本も徐々に近付いて

行く傾向になると思われます。 

この度、第 100 代 内閣総理大臣が岸田さんに決まりました。政治の事

はよく分かりませんが、コロナ対応等々ご尽力くださると信じています。 

そして先週末に大阪に行って参りました。1日目と 2日目にＵＳＪ、3

日目は大阪市内で食べ歩きしながら過ごして参りました。そこで気付いた

のですが地域性と言いますかやはり関東の人とは随分と雰囲気に違いがあ

るように感じました。大阪駅前の大通りから一本入った路地裏ではタバコ

吸い放題、捨て放題でした。更に通天閣辺りの新世界に行きますと赤ら顔

のおっちゃんたちがチャリンコで朝から飲み歩くという正にアニメや漫才

に出て来る大阪の風景に出くわしまして大変驚きました。本当に気さくと

いうか距離感の違いに少し戸惑いました。これが東京人は気取っていると

言われる所以なのでしょうね。また大阪ではダイエットを気にせず食べま

くり 3日間で 3 キロ太りました。埼玉に帰って来て土日月と夕飯を抜いて

贅肉になる前に無事元通りに戻しました。 

さて、本日は会員リレー卓話という事で今日も 1 日、皆様宜しくお願い致

します。 

 

 

 

1. 地区より、地域社会奉仕発展月間 リ

ソースのご案内とEND  POLIO  NOW リ

ソースの案内がメールで届きました。 

2. 国際ロータリー財団室より、10月のロー

タリーレートが１弗112円の案内が届きま

した。 

3. 久伊豆神社より「秋季例大祭参列」のご

案内が届きました。 

 ・日時 10/19 (火)AM10:00~  

4. 蓮田ロータリークラブより、創立50周年記念のDVDが送られてきまし

た。 

5. 米山奨学生のフンさんに、米山奨学学友証明書が送られてきました。 
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奉仕しよう   みんなの 

人生を豊かにするために 

テーマ 会員リレー卓話 
 結婚誕生祝い 
担 当 国際奉仕/親睦活動委員会 



 

2 

 6. 本日のレターケースに ①ロータリーの友誌 10

月号 ②週報 第9例会分・第10例会分 が入れて

あります。ご確認下さい。 

 

 
 

◆小宮 勇会報・広報委員長 

ロータリーの友10月号 

 10月号のご紹介いたしま

す。横書き46ページ、（世

界 ポ リ オ デ ー・ト レ イ

ジャック）電車に広告、10

月 18日～24日の１週間、 

東 京、千 葉、埼 玉、神 奈

川、を通る電車、埼京線もあります。 46ページに10

月24日、「クラシックカ―埼玉を走行」の記事が記載

されております、又縦書きでは19ページ、ロータリー

アットワークに「こんなにすごい！世界記録を肌で体

感」、大宮西RC、設置場所、JR大宮駅前イベント広

場、さいたま市教育委員会の後援をもらい、市と共催

して実施しました。是非、ご覧ください。 

 

◆橋本かほるロータリー財団・米山委員会理事 

 国際ロータリーよりの発

表で、10月のロータリー

レートが1弗112円になりま

した。250ドル28,000円にな

ります。今後もロータリー

財団へのご寄付を宜しくお

願い致します。 

 

◆京野新悟管理運営委員会理事 

 来週10月15日(金)の二木

屋さんにて、開催致します

「薪 能鑑 賞 例会」に つい

て、ご案内させて頂きま

す。当日、現地集合される

方はPM4時までにお集まりく

ださい。因みに駐車場は3台

分しか御座いません。岩槻駅に集合して、電車で行か

れる方はPM3時に駅改札口に集合して下さい。時間に

遅れない様にお願いします。後日、改めて書面にてご

案内させて頂きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆山崎和雄国際奉仕委員長 

 お久しぶりです。今まで

リモートでしたが、リアル

でお会い出来て新鮮です。

今日はタイの学校がその

後、どうなっているか…? 

と云う話を、水戸さんを通

じて行う予定でしたが、現

在タイは新型コロナ感染爆発している為に、ロックダ

ウン中です。様子が解りません。残念ながら、急遽、

会員リレー卓話に変えさせて頂きます。 

 実は、コロナで私は会社へは、ほとんど行っており

ません。たまにゴルフ仲間とゴルフへ行っておりま

す。そんな中ですが、京都の竹田城跡を見物に行って

来ました。ついでに京都の廻りを見物して参りまし

た。 
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委員会報告  

本日のテーマ 会員リレー卓話  

 
 

 

■ 山形 照之会員 ご結婚祝い 

■ 飛田美佐子会員 お誕生祝い 

 

 
 

１０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‥‥。 

阿津澤 清親睦委員長より、山形照之会員の結婚祝いと

飛田美佐子会員の誕生祝いは、

お二人共、例会欠席でしたので、

お届けして頂きました。 

画像は不鮮明ですが、Zoom参加の

皆さんです。 

藤田恵子会員 萩原秀咲会員 

加藤和正会員 水戸 恵会員 
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◆杉田政男会員 

 皆さんこんにちは。私は1

カ月半位休んでおり、失礼

致しました。その間、目の

白内障の手術を致しまし

た。柳川眼科で行いまし

た。未だ完全に治ってはおりませんので、調整用の眼

鏡を掛けていますが、眼鏡を外した方が良く皆さんの

顔が見えます。2カ月間のんびりして白内障とお付き

合いしていました。飯淵昭二さんが同好会を立ち上げ

たとの事ですが、出来るだけ皆さんと一緒に出掛けた

いと思っていますので、これからもよろしくお願いし

ます。 

 

◆小宮 勇会員                 

こんにちは。杉田会員も

白内障の手術されたようで

ありますが、私も昨年12月

に両目白内障手術をしまし

た。遠くに焦点を合わせて

いる為、新聞や本を読むの

がつらいので、メガネの準備が心要ですね。 

話が変わりますが、この頃キンモクセイの甘い香り

がとても気持ち良くさせてもらって、事務所まで

ウォーキングをしています。腰にあまり無理をしない

程度に体力を維持したいですね。 

最近は少しずつですが、本を読む時間をとることが出

来てほっとしています。又渋沢栄一のドラマがとても気

になってきました。楽しみにテレビを見ています。 

 

◆萩原満久会員 

 ご無沙汰しています。私

の方は最近、下請けさんが

年のせいで、引退したの

で、忙しくしています。今

朝も豊島区と茨木の方ま

で、仕事に行って来まし

た。元々職人さんがそんな

に多くないので、相変わらず仕事を忙しくしていま

す。新型コロナのワクチンも2回接種が終わりました

ので、とは言っても近所の人とか見えた時も、マスク

は離せません。これからもどうしても例会に出席出来

ない時は、リモートで参加しますので、宜しくお願い

致します。 

◆橋本かほる会員 

 皆さん、お顔が拝見出来

て良かったです。私は山の

中でビックリした事があり

ました。私は長野県の南佐

久出身ですので、筑波さん

に娘と一緒に山登りに行き

ました。娘が初め、気が付

いたのですが、増渕さんに偶然お会い致しました。ほ

んとにびっくりしました。 

 

◆清水常三会員 

 私は、リハビリの為に

夜、歩いています。今月の

初めに夜、歩いていました

ら、途中で後ろから声を掛

けられました。30歳前後の

男でしたが、オウ、オウと

声を掛けてきました。私が

何か持っているかと思ってついて来たのだと思いまし

た。皆さんも夜歩くのは充分気を付けて下さい。 

 

◆この後、萩原秀咲会員と加藤和正会員のリモート参

加によるリレー卓話をして頂きましたが、録音不能の

為、掲載が出来ませんでした。ご了承下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆小泉真悟会員 

新型コロナ禍ですが、お

墓の方へお参りに来られる

方は、平年より多い様に感

じております。 

朝から、除草剤を蒔いたり

して草取りをしておりま

す。先日は、コロナでお亡

くなりになられた方のご葬儀をやらせて頂きました。

講話をさせて頂きましたが、簡単に致しました。 

私は飯淵昭二年度の船の例会から、メンバーに入れさせ

て頂きました。新座者ですが、宜しくお願い致します。 
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奥津 雅史  久々のリアル例会です。皆様、宜しく

お願い致します。 (^^♪ 

増渕  明  久々のリアル例会です。宜しくお願い

します。 

菊池 和彦  国際奉仕委員会、山崎和雄委員長、卓

話ご苦労様です。 

山崎 和雄  久し振りの例会場ですね! 今日は国際

奉仕担当ですが、予定のタイがロック

ダウン中で、学校も休みの為、次回の

機会にしたいと思います 

小宮  勇  キンモクセイの香りがいいですね。今

日は、通常例会、楽しみにしていま

す。 

杉田 政男  長く欠席致しまして、失礼致しまし

た。 

加藤 哲男  リアルで皆さんに会えて、久々に心が

和らぎます。人流が増えています。新

型コロナに注意しましょう。 

清水 常三  久し振りの例会場での例会ですね。 

斎藤 公司  久し振り、阿津澤さん弁当楽しみで

す。 

阿津澤 清  久し振りの例会です。元気にコロナに

負けない様に頑張りましょう。 

丹野 寿明  久々のリアル例会にほっとしていま

す。 

遠藤 光治  リアル例会になって、楽しいです。 

小泉 真悟  以前の日常が戻りつつありますね。 

萩原 満久   京野 新悟   橋本かほる 

中里  仁 

 

 

 

 

 

 

 

 

例会日 総数 出席 欠席 Ｍｕ 出席率 

10/5免除 
3名 

25 
(3) 

21 
(2) 3 2 95.45% 

9/21修正 

免除3名 
25 
(3) 

22 
(1) 1 0 95.45% 

出席報告  

ニコニコBOX金額報告  

10/5合計 ２２，０００円 

今年度累計 １８０，５００円 

ニコニコＢＯＸ・出席報告 

 

地域社会の関心事項(Community Concerns)  

クラブの実施中のプロジェクトが、その地域と遊

離しないように、定期的にクラブの奉仕活動を分析

し、地域社会の真の関心事項に取り組むことに力を

注ぐよう今迄以上に奨励されている。 

① 得られる限りの情報をすべて使って、地域社会

の真のニーズを見つける。 

② ニーズを見極めたら、そのニーズに効果的に対

処出来るプロジェクトを計画、遂行する。 

③ プロジェクト遂行に当たっては、クラブの専門

知識と技術、地区委員会、ＲＩ委員会または実

行グループ、ＲＩと財団からの数々の援助や補

助金などのロータリーの人的、物的資源を活用

すること。 

④ 地域社会ぐるみで、プロジェクトの目標を支援

し、出来ればプロジェクトの実施に地域社会の

人々を加えること。 

 

 
 
 


