
 

  

 
 

皆様、こんにちは。 新年例会では大変お世話に

なりました。また当店をご利用頂き誠に有難う

御座いました。そんな中いよいよコロナ感染者

数が増えて参りました。近日中に蔓延防止等重

点措置が再度発令されるようですので皆様もマ

スクなどの予防対策を十分にされて引き続き気

をつけて頂きたいと思います。 

さて、この週末に私は北海道へ行って参りました。一晩に 80 センチも積

もるもの凄い雪でございました。前後一日ずれていたら飛行機も飛ばない

程でした。  

そして今回は石狩鍋発祥のお店である金大亭というお店に連れて行って頂

きました。創業はなんと明治 13 年。1880 年ですから 142 年前に出来たお店

です。事業規模を越す事は出来ますが創業年数だけはどんなに努力しても

越す事は出来ません。歴代のお客様には名だたる政治家や、トヨタ自動車の

前社長豊田章一郎さんのお名前もありました。 

初めて頂く鮭料理のフルコースは歴史を感じさせると共にこれまで食べた

事のない数々の料理を堪能致しました。砂洲という海と川に挟まれた場所

に位置するお店はその昔海から上がった漁師がそのまま来店したようで

す。ニシン御殿のようにこの鮭料理で相当な財を成したとの事でした。 

株式会社アイワードの奥山敏康社長様に連れて行って頂いたのです。 

こちらは従来の印刷業の技術を大切にしながら情報価値創造産業へと業界

変革に着手されて業績を伸ばされた会社さんです。 

ある団体の記念講演の依頼でお伺いし、大切の方です。大雪の中、はるばる

埼玉から来た我々に対して何と今回の講演料からご馳走して下さるという

粋な計らいを受けてしまいました。全国には何と懐の深い方が居るものだ

なと考えさせられてしまいました。本当に頭の下がる思いで料理と美味し

いお酒、そして沢山のお話を聞かせて頂きました。 

そして本日の例会テーマは各理事下期活動の発表でございます。各理事

の皆様どうぞ宜しくお願い致します。 

 

 
 

1. 地区より、「米山奨学生書初め会」の中止

の案内が届きました。 

 レ・ティ・フンさん連絡済み 

2. 第4G三枝和男ガバナー補佐より、2023-2024

年度ガバナー補佐候補者推薦・承認の会が

書面開催に変更の案内が届きました。 

3. 次年度細淵雅邦ガバナーエレクトより、「地区ロータリー財団補助金

管理セミナー」の案内が届きました。 
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  ・日 時 2月7日(月) PM17:00~  ZOOMにて開催 

 ・出席予定者 会長エレクト、会長ノミニー、 

  次年度クラブ奉仕プロジェクト担当理事、 

  クラブ社会奉仕委員長、 国際奉仕委員長、 

  ロータリー財団委員長 (いずれも次年度となり 

  ます。) 

4. 地区より「2023-2024年 派遣のロータリー財団奨

学生募集」のパンフレットが届きました。後日、

お渡しいたします。 

5. 第4G三枝ガバナー補佐より、1/27(木)、第8回会

長・幹事会が中止の案内が届きました。  

 又、2/4(金)、第9回会長・幹事会はZOOM開催に変

更になりました。 

6. 本日、ZOOM例会終了後、「長期ビジョン委員会」

が開催されます。 

 関係者は引き続き、宜しくお願い致します。 

 

 

 

◆菊池和彦職業奉仕委員長 

① 2/16(水)のインターシ

ティミーティングは中止

に決定致しました。 

② 元米山奨学生のアレハン

ドロ・ジョルダン君が今

月26日に、入籍が決定致

しました。 

③ オミクロン株蔓延の状況については、地区より書面

が届きましたが、地区としてはクラブの自主性に判

断を任せることになった…と聞いております。 

 

◆小宮 勇会報・広報委員長 

皆様こんにちは。ロータ

リーの友１月号のお知らせ

をいたします。 

2770地区クラブより、 

・まず縦ページ21、（しっ

かり手洗い30秒タイマー）

小学校へ416個さいたま市に寄贈、大宮シティRC。  

・縦ページ23、（ワクチン接種会場に空気清浄機） 

４台寄贈 八潮RC。  

・縦ページ28、（貧困の連鎖を止めるために）パック

ご飯500食分10月6日寄贈 浦和ダイヤモンドRC。 

・最後に縦ページ４、（CSR/SDGｓの時代に考える職

業奉仕）大阪学院大学経済学部教授 森田健司様  

・第2580地区、地区研修会講演の卓話記事が記載され

ております。 

是非一読を宜しくお願い致します。 

 

 
 

◆京野新悟管理運営委員会担当理事 

 上期は比較的スケジュー

ルが盛りだくさんでした

が、今後下期の活動です

が、結婚・誕生を引き続き

行う。 

○3/29(火)お茶会・花見例

会を杉田政男会員にお引き受け頂きました。 

〇5/24(火)親睦・カラオケ例会。 

〇6月に最終例会を予定しています。内容と日にちに

ついては、検討致します。増強につながる様に、 

〇3/24(木)にプレステージカントリークラブを予定してい

ます。宜しくお願い致します。 

 

◆飯渕昭二会員増強委員会担当理事 

下半期は基本的にはコロナ

による制約はかなり影響する

と考えられますが同好会活動

を軸に活動を活発化させて

行っていくつもりです。 

この目的は第1に現会員の退

会防止にあります。顔を合わせ、話し合い、受け身で

の例会に参加するのでなく積極的に同好会で参加する

ことを目的とします。第2に準会員と正会員のコミュ

ニケーションを図り、将来のロータリアンを増やすこ

とがその目的です。 

ところがコロナのおかげでこれらの活動が思うように

出来ないのが現状です。 

まずは昨年お亡くなりになった会員の方の後継者へのア

プローチを最優先に行っていったらどうでしょうか。不

謹慎かもしれませんがある程度の下地があり直接お会い

しなくても分かり合える状態にあると思います。ぜひと

も会員の皆さんのご協力を期待いたします。奥津年度最

終例会を３０名の会員で行いましょう。  

 

◆萩原満久公共イメージ委員会担当理事 
 上期はロータリーの友 地

区代表委員の梶間順子様に

卓話をして頂きましたが、

オミクロン株の蔓延に伴

い、リアルの例会が出来な
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くなってしまいました。その中でもクラブの旗を作成

し、二木屋さんの能の鑑賞例会や京都旅行などに持参

して集合写真などで利用しています。そして、末次哲

朗先生には、リアルな例会が開催出来ましたら、卓話

を依頼しております。他にも下期も何らかの形で卓話

を考えております。 

 

◆飛田美佐子奉仕プロジェクト委員会担当理事 

 前期がプロジェクター・

スクリーンにてハイブリッ

トで開催して参りました

が、下期もZOOMのみの例会

となってしまいましたが、

増強にもつながるような何

か良いアドバイスが有りましたら、ご紹介していただ

けたら…と思いますので、宜しくお願い致します。 

 

◆小泉真悟青少年奉仕担当理事 

 レ・ティ・フンさんのカ

ウンセラー役をやりなが

ら、父親代わりと思ってお

りますので、(私は現在54

歳)フンさんのお父さんと同

じ年だそうです。 

 ライラも支援していきたいと思います。 

又、城北中の野球部への支援もしていきたいと思って

おります。ＰＴＡ会長を8年やらせて頂いております

が、学ぶべき事も多々あります。又、関根会員様の一

周忌もございますので、それが終わったら増強の方も

お声がけさせて頂こうか…と考えております。 

◆橋本かほるロータリー財団・米山担当理事 

 上期は、地区よりロータ

リー財団部門委員長の藤村 

作様に、卓話をして頂きま

した。 

下期は、現在、我がクラブ

の財団の寄付額が目標の50

パーセントにしかなっておりませんので、個人的に寄

付をお願いに回らせていただこうか? と考えており

ます。1月のロータリーレートが1弗115円です。250ド

ルですと28,750円になりますので、皆様のご協力を宜

しくお願い致します。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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第25例会 2022年2月1日発行 

    奥津年度(2021～2022) 
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第4グループ 
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第4グループ 

第25例会 1月25日(火)1952号 
会 場 オンライン開催 
点 鐘 12:30  

テーマ 会員卓話 
 斉藤公司職業奉仕副委員長 
担 当 職業奉仕委員会 

会   場 市民会館いわつき 301 
例会テーマ グループフォーラム 
担   当 会員増強委員会 
 

 

次回例会案内 
第1954例会 2月8日(火) 

会   場 オンライン開催 
例会テーマ 会員リレー卓話 
担   当 会報・広報委員会 
 

点   鐘 12:30 
斉   唱 割愛 
お客様紹介 奥津雅史会長 
会 長 挨 拶 奥津雅史会長 
幹 事 報 告 増渕 明幹事 
お客様挨拶  
委員会報告  
スマイル報告 例会委員会 
出 席 報 告 出席奨励委員会 
次回例会案内 丹野寿明例会委員長 

本日の例会 
第1953例会 2月1日(火) 

１月の花 クロッカス 

会   場 オンライン開催 
例会テーマ フリートーキング 
担   当 会員増強委員会 

2021-2022年度 クラブスローガン 

― 本質に於いて一致 ― 

― 行動に於いて自由 ― 

― 全てに於いて信頼 ― 

 

奉仕しよう   みんなの 

人生を豊かにするために 

 
 

皆様、こんにちは。 

オミクロン株が猛威を奮っていますね。 

当店も、蔓延防止重点措置という事で 21

日から時短営業に入りました。 

また別団体ではリモート例会にも関わら

ず基地局に集合した 7 人全員が感染して

しまいました。所謂クラスターですね。油断した訳ではないのでしょうけど

も、結果感染してしまいました。 

感覚としてはもう隣の家まで来ているな…、という認識と注意が必要だと

思います。 

本日は私なりの主観を申しますね。 

この 2020年に起きたコロナ、COVID-19というのは世界中をリセットしてし

まったと思っています。これは皆様もお感じになっていると思うのですが、

もう起きていることは、ただ単に「ウイルスが発生した」ということではな

く「世界中でリセットボタンが押された」と言えると思います。それも「25

年ぶりのリセットボタン」という意味で考えております。 

2020 年の 25 年前、1995 年に何があったでしょうか？ 

そうです Windows 95 の登場です。インターネット元年です。 

1995 年を境にインターネットというものが世界でどんどん浸透し始めた

んですね。そしてインターネットが登場する前と後の世界は完全に別世界

ですよね。 

例えばコミュニケーションを考えると、電話や FAX や手紙でやっていたや

り取りがメールあるいはチャット、最近だと SNS そういったものに置き変

わったのです。 

そして今回のコロナで前後がまったく変わったと思うのです。今までだった

ら移動や対面というものが当たり前でした。通勤とか出勤が当たり前だった

のが、今やオンラインのほうが主体になりつつある。 

では元に戻るのか？ 戻らないと思います。 

例えば、インターネットを前後にしてコミュニケーション手段って、もう元

に戻るということはないですよね。それぐらいの衝撃が起きていて、もう比

較出来ない世の中に変わってしまったと覚悟する必要があると考えており

ます。 

良い点としましては移動時間がほぼゼロになったという事があります。今

までは行って帰って、1 時間半ほど時間を費やしていたのが今はほぼゼロ

です。顔を洗ってスイッチを入れれば即参加が可能という便利さです。さ

て、時代と共に変わるべきものと変えてはならないものがあります。 

本日はこの『変えてはならないもの』について斉藤会員から卓話をいただきま

す。私自身しっかりと胸に刻み、自分の中で咀嚼して吸収したいと思います。 

それでは皆様、本日も 1日、宜しくお願い致します。  

会長挨拶 奥津雅史会長 
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1. 地区より、「イン

ターアクト年次大

会」の中止の案内が

届きました。 

2. 第4G三枝和男ガバ

ナ ー 補 佐 よ り、

2023-2024年度ガバナー補佐候補者推薦・承認の会

が書面開催に変更となり、1/28日までに賛否の提

出の案内が届きました。 

3.大宮北東、大宮南RCより、２月の例会案内がメール

にて届きました。 

4. 第4G三枝ガバナー補佐より、インターシティミー

ティングが中止の為、IM分担金、１名8,000円につ

いては、振込不要の案内が届きました。  

 

 

 

 

◆斎藤公司職業奉仕副委員長 

『出席・メーキャップについて』 

皆 さ ん こ ん に ち

は。すでにお手元に2

枚の資料が届いてい

ると思いますが、そ

の資料を見ながら私

のお話を聞いて下さ

い。1ページ目には、メーキャップの仕方(受入れ)と

新会員入会式についてが、掲載されております。 

次の2ページ目には、ロータリーの規則(ルール)に

ついて、掲載されております。(斎藤公司副委員長の

お話は非常に解り易くこれからのロータリーの活動に

お役に立つ事でしょう。ありがとうございました。) 

 

 

 

幹事報告 増渕 明幹事 
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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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例会日 総数 出席 欠席 Ｍｕ 出席率 

1/25 
免除3名 

24 
(3) 

16 
(2) 7 0 66.67% 

1/11修正 

免除3名 
24 
(3) 

21 
(2) 0 0 100.0% 

出席報告  

長寿会員表彰状       

斎藤公司会員 

地区職業奉仕部門委員長賞

菊池和彦会員 

長寿会員表彰状       

杉田政男会員 

ロータリー財団ベネファクター

表彰状 

岩槻東ロータリークラブ 

ポリオのない世界を実現するため、「END POLIO NOW :  

歴史をつくるカウントダウン」への支援をお寄せいただき有難うご

ざいました。 

感謝を込めてここに表彰いたします。 

      

     K.R ラピンドラ        ホルガ―・クナーク 

  ロータリー財団管理委員長   国際ロータリー会長 


