
 

  

 
 

皆様、こんにちは。 

連日、北京オリンピックを堪能しているス

ポーツ好きの私でございますが、様々なド

ラマあり、歓喜ありと、日々、楽しませて

頂いております。 

若干ではありますがコロナも減少傾向に

なり、徐々に日差しも春めいて来たように

感じております。 

 本日は、先日お亡くなりになられた、私のご紹介者でもあります、藤堂さ

んとの思い出をお話ししたいと思います。藤堂さんとは南辻にお店を出し

た、22 年前からのお付き合いになります。お互いに野球部出身という事で、

実は大先輩に当たるお方でした。 

堂々たる体格の持ち主で、足はスラっと長くて、足の短い私から見ると、そ

れはそれは羨ましい限りでした。目力が強く、ギロっとした眼差し、言いに

くい事をスパッと言ってくれる豪胆さ、そして屈託なく笑う無邪気な笑顔。

まさにスポーツマンらしい、そんなお人柄だったと思います。ゴルフをやれ

ば 300 ヤード、球が飛ぶ方は沢山おりますが、本当に 300 ヤード飛ぶ人は、

中々いません。大体飛ぶと言っても 270.280 ヤードがいい所ですが、藤堂さ

んは本当に 300 ヤード飛んでいました。 

ある日、こんなお話を伺いました。『若い連中は遊びたいだろうし、飲みた

いだろうから、深夜のご訪問は、大体俺が行くんだよ』薬師記念館の社長と

しての責務をこの様に話されていました。最後にお顔を拝見したところ、性

格そのもの、スポーツマンらしく、遠くを真っ直ぐと見ている、そんな優し

いお顔で、眠られていました。私自身、野球部の、そしてロータリアンの後

輩として、しっかりと繋いで行きたいと思っております。心よりご冥福をお

祈り致します。 

さて、本日は当初、会員のリレー卓話を考えておりましたが、山崎国際奉

仕委員長から、卓話を頂けるとのお話しが、御座いましたので、国際奉仕に

ついての卓話とさせて頂きました。 

それでは皆様、本日も 1日宜しくお願い致します。 

 

 

 
 

1. 地区より、「みらいのとびら２月号」

がメールで届きました。 

2. 同じく地区より、「2022-23年度会長

エレクト研修セミナー」の案内が届き

ました。 

第29例会 2022年3月1日発行 

会長挨拶 奥津雅史会長 

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1957例会 3月8日(火) 

会   場 オンライン開催 
例会テーマ 卓話 
担   当 クラブ研修リーダー 
 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1956例会 3月1日(火) 

奥津年度(2021～2022) 

岩槻東ロータリークラブ週報    国際ロータリー第2770地区  
第4グループ 
国際ロータリー第2770地区  
第4グループ 
国際ロータリー第2770地区  
第4グループ 
国際ロータリー第2770地区  
第4グループ 
国際ロータリー第2770地区  
第4グループ 

第28例会 2月15日(火)1955号 
会 場 オンライン開催 
点 鐘 12:30  

幹事報告 増渕 明幹事 

２月の花 水仙 

会   場 定例会場 ハイブリッド 
例会テーマ 会員卓話 
担   当 プログラム例会委員会 

テーマ 会員卓話 
  
担 当 例会委員会 

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 



 

2 

  ・日時 ３月16日(水)・17日(木)の2日間  

  1日目はAM9:30 点鐘 17:00 終了 

  2日目はAM9:00 開始  

 ・セッション開始 AM9:30  終了予定 12:00 

 ・登録料 1名15,000円 

3. T－LIFEホールディングス(株) 旧東日本観光株式

会社より、2022年ヒューストン国際大会の案内が

届きました。6/4－6/8間の予定です。パンフレッ

トは1部のみですので、参加希望者は事務局まで、

申出て下さい。 

4. 3/8(火)の例会がリアルで行える場合は、末次哲朗

先生が卓話をして頂ける事になりました。 

5. 同じく4/19(火)の例会に杉戸RCの戸賀崎千夏様に

卓話を依頼致しました。 

6. 川口モーニングRCチャリティゴルフ大会に、奥津

雅史・菊池和彦・山崎和雄・飛田美佐子・京野新

悟・遠藤光治・飯淵昭二・萩原満久の以上8名の会

員を申込致しました。 

 後日、登録料1名7,000円をお願い致します。 

 

 

 

◆小宮 勇会報・広報委員長 

皆様こんにちは。 

ロータリーの友２月号のご

紹介をいたします。 

・始めに ヨロ32ページ  

2021～22年度地区大会 

第2770地区 2021年11月13～14日 さいたま市文化セ

ンタほか 

松本 輝夫ガバナ― 松本 進也ＲＩ会長代理を迎え

「みんなでつなごうロータリーの輪」を大会テーマの

記事が記載されております。 

・タテ21ページ  

視覚障害者の未来に光を届ける（上尾RC） 

自家栽培した農産物を販売し売上を安定するため保冷

庫を寄贈しました。 

・タテ23ページ 子ども食堂の実施とトレインジャッ

ク（川口／鳩ケ谷武南RC） 

埼玉高速鉄道の東川口駅にある元･北斗星食堂車と

ロータリーのＰＲを盛り込んだチラシを事前に近隣の

小中学校と家庭に配布した。 

・最後にガイ散策 ロータリアンの利益 の記事が記

載されておりますのでご一読をお願いいたします。 

 

 

 
 

◆山崎和雄国際奉仕委員長 

今 日 は、ZOOM 例 会 で す

が、会員リレー卓話も続て

いますので、皆さん飽きる

のではないかと思い、今回

は突然ですが、私が会員卓

話を申出ました。テレビを見ていましたら、子供達が

水を自分で汲んでいる話を聞き、電話をして聞いてみ

ました。1ヶ月4,500円の支援金で子供が18歳になる迄

支援する…と云う事だと知りました。1960年にワール

ドビジョンと云う団体が活動を始めたという事です。

米国の宣教師が始めたと聞きました。日本に出来たの

は、昭和63年です。 

ここからは、映像を見ながらお話させて頂きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IWATSUKI-EAST ROTARY CLUB WEEKLY REPORT 

委員会報告  

本日のテーマ 会員卓話 
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私が支援している子供はアフリカのスワジランドでエ

スワティブの国名で、当時は5歳の女の子でした。 

今は16歳になっています。従ってすでに11年目になり

ます。いつの間にか年月が経ってしまいました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

年に2-3回は手紙が送られて来ます。主にクリスマス

や誕生日の時に送ってきます。私も手紙の内容を知る

為に、携帯の翻訳機能付きを買い、聞いています。8

割位は何とか聞き取れます。現地のスタッフが書いて

いるのだと思いますが、封筒で送ってきますが、航空

便だと値段が高いので、船便ですと250円位で2週間く

らい日にちが掛かります。同じような組織で行ってい

るのがユニセフです。ユニセフでは、資金の提供だけ

かも知れません。 

今回は、良い機会ですので、ロータリーで紹介させ

て頂きました。又、途中で辞める事も出来るそうで

す。毎月領収書も送ってきます。4,500円×12ヶ月分

なので年間54,000円を税金控除も出来ます。支援して

いる子供には両親はおりません。すべて孤児です。 

この事は、皆さんに強要する事ではありませんが、

感心がある方は是非どうぞ宜しくお願い致します。 
 

〔次ページへ〕 
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本日出席の皆様  
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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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 ◆飛田美佐子会員…私もほんの

 少しですが、ポリオの振込みを

 しています。 

 

 

 ◆レ・ティ・フンさん…学校が

 休みになり、アルバイトばかり

やってい ます。奨学生の友達と

も3ヶ月ぐらい会えていません。 

 

 ◆丹野寿明会員…私自身は元気

 ですが、事務員が大腿骨を骨折

 してしまい、もう一人を雇って

 いますが、なかなか大変です。 

 

 ◆飯淵昭二会員…3月3日(木)に

 又、ワイン会を行いますので、

 ご参加下さい。 

 

 

 ◆清水常三会員…新宿にいる元

 会員の奥さんが振込み詐欺にあ

 い、還付金があると言われて振

 込んでしまったそうです。皆さ

 んも気を付けましょう。 

 

 ◆斎藤公司会員…只今の話と同

 じような事で電話が有りまし

 た。 

 

例会日 総数 出席 欠席 Ｍｕ 出席率 

2/15 
免除3名 

24 
(3) 

17 
(1) 5 0 76.19% 

2/1修正 

免除3名 
24 
(3) 

19 
(2) 4 0 80.95% 

出席報告  

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

地区より、次年度地区委員の会員に委嘱書が送られて

まいりました。下記の奥津会員・飯渕会員・増渕会員の

ご活躍をご祈念申し上げます。 


