
 

  

 
 

■ 一般社団法人 さいたま市手をつなぐ育成会  

 副代表理事 黒澤 篤子様 

■ 社会福祉法人 さいたま市社会福祉事業団 槻の木第１やまぶき   

 管理者 鶴若 浩行様 

■ 社会福祉法人  さいたま市社会福祉事業団 槻の木第２やまぶき 

   所 長 吉岡 宏一様 

 

 
 

皆様、こんにちは。 

本日は内親王眞子様がご結婚されました。

色々なご意見はあると思いますが心よりご祝

福申し上げたいと思います、 

その天皇家に纏わるお話として実は今、古事

記、日本書紀の議論が熱いのです。これは日本

に於ける聖書であり我らのアイデンティティ

とも言えます。ギリシャ神話やエジプト神話

とも共通点が沢山あるのです。比較する事で日本独自の個性が浮き彫り

になってきます。世界最古の王国日本。681 年天武天皇がこの国の話を

一本化するぞ、と書物に纏めたのです。古事記は神の国としてのストー

リー性、日本書紀は年表としてのヒストリー性が特徴であり、違いです。

軍国主義の時代は教科書に記載され日本は神の国である➕軍国主義、

この考えが日本を戦争に導いたと見なされ敗戦後、言論統制 不敬罪に

当たるとして GHQ によって教科書から排除されました。だから我々は

古事記、日本書紀を知らないのです。 

これは調べれば調べるほど面白いです。 

例えば伊勢神宮。正式名称は神宮です。 

全国の神宮と呼ばれる神社は全て「天皇家直轄』なのです。天皇家に代々

受け継がれてきた三種の神器。「草薙剣」くさなぎのつるぎ、熱田神宮

「八咫鏡」やたのかがみ、伊勢神宮内宮「八尺瓊勾玉」やさかにのまが

たま 。皇居「剣璽の間」けんじのま、に秘宝として保管されております。

これは例え天皇であっても見る事も障る事も許されておりません。 

式年遷宮の時に天皇が御用列車に乗って伊勢神宮に行く事で 20 年に一

度だけこの三種の神器が揃うのです。さて神社と言えば二礼ニ拍手一礼

です。しかし出雲大社は四拍手なのです。更に出雲は大社おおやしろ、

と言って神社とは名乗っていない。と言う事は天皇家の直轄ではないと

いう意味です。しかもしめ縄があります。しめ縄とは結界を意味してい

ます。結界とはこことあそこを分ける物という意味です。しかも通常の

向きと逆に付いているのです。何があったのか、出雲で？これについて

は未だ調べておりませんのでまた別の機会にお話したいと思います。 
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 さて本日は地域社会奉仕事業の目録授与式が御座

います。お客様の事業内容と共に理解を深めたいと

思います。 

それでは皆様、本日も宜しくお願い致します。 

 

 
 

1. 地区より、 「地区大会の

参加に当っての諸注意」

が届きました。 尚、当日

は、ＹｏｕＴｕｂｅでも配信致

しますが、 URLは後日送ら

れるとの事です。 

2. 地区より、「ダナンへの

支援の依頼」が、メール

で届きました。 

3. 地区より「米山カウンセラー研修会」の案内が届

きました。 

 ・日時 11月20日(土) 15時より、17時30分迄 

 ・場所 浦和コミニティセンター ９階 第15集 

     会室 

 ・開催方法 ハイブリット方式 

      ミーティングID  パスコードは後日連絡 

4. 大宮東・大宮西・岩槻の各クラブより11月の例会

案内が届きました。 

5. レターケースに週報13号・14号が入れてありま

す。ご確認下さい。 

6. 例会後に加藤哲男年度の最終理事会が行われま

す。関係者は宜しくお願い致します。 

7. 地区大会  

 第1日目 11/13(土)  

   15:00 登録 

   15:30  各種委員会報告 

   15:55 講演及びパネルディスカッション 

     18:00 ＲＩ会長代理ご夫妻歓迎晩餐会 

  第2日目 11/14(日)  

   11:00 登録開始  

   12:00 点鐘 

    16:24 地区内クラブ紹介 

     17:00 点鐘 

 

 
 

◆橋本かほる財団・米山理事 

 皆様、こんにちは。何時も財

団・米山にご協力頂き有難うご

ざいます。 

ロータリーレートが10月は1弗

112円となっております。 

本日は、小宮 勇会員から米山

に25,000円と私の方から米山に

25,000円と財団に250ドルを入れさせていただきまし

た。 

 

◆阿津澤 清親睦活動委員長 

 緊急事態宣言が解除になりま

したので、急なご案内ですが、

本日夕方5時半より「雅致」に

て親睦の飲み会を行いたいと思

います。有志のみですが、都合

の付く方はご参加下さい。 

 

 

◆京野新悟管理運営理事 

 親睦旅行の件ですが、現状で

18名のご参加を頂いております

ので、未だ数名の方のご参加が

有れば申込を受け付けます。 

 

 

 

 

 

 

 
 

◆遠藤光治地域社会奉仕委員長 

皆さんこんにちは。本日の例

会担当は地域社会奉仕委員会の

担当ですので、地区補助金事業

のことを行います。当初は「手

をつなぐ育成会」の子供達を大

洗方面のバス旅行を計画してい

ましたが、コロナ禍の為で中止

となりました。そこで、「手を

つなぐ育成会」を通じて槻の木、第一やまぶきの２施

設に物の贈呈を行う事になりました。槻の木さんには

発電機、第一やまぶきさんにはゲーム機セット一式を

幹事報告 増渕 明幹事 

 IWATSUKI-EAST ROTARY CLUB WEEKLY REPORT 

委員会報告  

本日のテーマ  地区補助金事業 

          支援品目録贈呈式  

本日の Zoomでの参加は、 

・萩原秀咲会員 ・米山奨学生 レティフンさん 



 

3 

 贈呈することになりました。本日はその贈呈式を行い

ます。 

奥津会長宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ご挨拶 「手をつなぐ育成会」 黒澤 篤子様 

 お久しぶりです。こ

んにちは。この度はご

支援を頂きまして有難

うございます。実は会

員の皆さんはバス旅行

を楽しみにしておりま

したが、新型コロナウ

イルス感染の為に、バス旅行が中止になりましたが、

又、次回に機会があれば…と思います。そして、遠藤

光治さんの週報にも掲載して頂いておりますが、長い

間バザーなどして頂き、沢山の寄付金を頂戴して参り

ました事、この場をお借りしてお礼申し上げます。

又、今回の「発電機」、「ゲーム機一式」その他の品

物を贈呈下さり感謝いたします。今後も機会ありまし

たらどうぞ引続き、宜しくお願い致します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IWATSUKI-EAST ROTARY CLUB WEEKLY REPORT 

写真下は、支援品の発電機、プロジェクター、スクリー

ン、ゲーム機です。左は目録贈呈式風景です。 
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 2021～’22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   奥津 雅史 
例 会 場 さいたま市民会館いわつき Tel  048-756-5151 幹    事  増渕  明 
クラブ事務局   Tel 048-757-9786  Fax 048-756-5539 会報委員長 小宮  勇 

U    R    L http://www.iwatsuki-east-rc.org 
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黒沢篤子様(手をつなぐ育成会副代表理事) 

 お世話になります。 

奥津 雅史 手をつなぐ育成会、副代表理事黒沢様、

「槻の木」管理者、鶴若浩行様、第一やま

ぶき 所長、吉岡宏一様、本日は、宜しくお

願い致します。 

増渕  明  手をつなぐ育成会、槻の木、第一やまぶ

きの皆様、本日は、宜しくお願いします。 

加藤 哲男  例会後、加藤年度の最終理事会を開催

します。宜しくお願いします。 

遠藤 光治  本日は、手をつなぐ育成会の黒沢さ

ん、槻の木 吉岡さん、第一やまぶき   

鶴岡さん、ご苦労様でした。 

小宮  勇  コロナ患者の人数が減ってきました

が、油断大敵ですね。 

菊池 和彦  急に寒くなって来ました。皆さん、ご

自愛ください。 

阿津澤 清  緊急事態宣言が解除になりました。も

う少しは楽しみたいですね。 

萩原 満久  会計監査の残金です。 

橋本かほる   加藤 和正   丹野 寿明 

京野 新悟   山崎 和雄   斎藤 公司 

小泉 真悟    

 

 

 

 

 

 

 

 

例会日 総数 出席 欠席 Ｍｕ 出席率 

10/26 
免除3名 

25 
(3) 

15 
(1) 8 2 72.72% 

10/5修正 

免除3名 
25 
(3) 

21 
(2) 3 2 95.45% 

出席報告  

ニコニコBOX金額報告  

10/26合計 ２３，３１３円 

今年度累計 ２２５，８１３円 

ニコニコＢＯＸ・出席報告 

写真上は、ゲーム機ソフトと下は子供たちの学園での風

景です。スクリーンにて、紹介していただきました。これ

からも楽しんで、いただけることでしょう。又、一番下の

写真は例会場401号室の例会風景です。 


