
 

  

 
 

皆様、こんにちは。 

 北京オリンピックも終わりましてコロナ

もやや落ち着きを見せ始めております。 

そしていよいよ今週女子ゴルフが開幕戦し

ます。美と技の競演が観られる楽しみな季

節となって参りました。 

 本日はウクライナ問題についてザックリ

とお話ししたいと思います。ウクライナ、我々には馴染みが薄い国ですが

元々はソビエト連邦の一部で、あのチェルノブイリ原発があった場所と言

えばイメージしやすいでしょうか。また国土が平坦な為、昔から様々な国

の支配下に置かれていた歴史があります。それなので混血が多く世界一美

女の多い国だと言われています。1991年ソビエト連邦の崩壊後、ウクライ

ナは独立します。ところが沢山の独立国家に囲まれているロシアは他国と

隣接しているという脅威に備えて少しでも友好国を取り込みたいと考え密

かにウクライナに近付いて行きました。ちなみにロシアの国土面積は世界

の約11％、日本がすっぽり45個も入る程で、それだけ敵国が多いとも言え

ます。このロシアの動きを見てヨーロッパはロシアに力を与えては危険だ

と逆に脅威を感じたのです。このロシアとヨーロッパに挟まれているウク

ライナには当然沢山のロシア人とヨーロッパ人が暮らしているので考え方

の違う２つの民族は中々一つにまとまる事が出来なかったのです。 

そこにヨーロッパから『我々のような国になると豊かになれるぞ』と提案

がありヨーロッパに寄せた政策を実施するようになりました。すると今度

はロシアが『こっちに付けば石油とか色々と安く売りますよ』と囁きま

す。この頃ウクライナを取り仕切っていたのはロシア系のウクライナ人で

した。当然のようにロシア寄りの政策に変わりました。するとヨーロッパ

系のウクライナ人は面白くありません。どうやら偉い人たちは国のお金を

勝手に使っているようだと、どこからか悪い噂が流れて来たのです。これ

を機にヨーロッパ系の人たちはデモなどを起こして上層部をヨーロッパ系

の人たちに変えてしまったのです。不利になったロシア系の不満が溜まり

益々対立が進みました。そして遂に武器を持ち始めてしまったのです。し

たたかなロシアがこのチャンスを見逃すはずがありません。大量の武器や

兵士を裏から送り込み更に内戦が激化しました。自分たちの存在を消した

いロシアはあろう事かウクライナのネット環境を全て破壊してしまい何が

起きているか外には分からないようにしてしまったのです。最悪のサイ

バー攻撃です。 

ですので状況が分かって来た頃には巻き込まれてしまった沢山の一般人も既

に亡くなっていたのです。さすがに国家の危機を感じた各上層部はお互いに

話し合い、休戦を決めました。しかし残念ながらこの約束は守られる事が無

くその後も争いが絶え間なく続いているのが現在の状況で御座います。 
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 ですから今回もロシアがウクライナに侵攻したという

よりも、ヨーロッパ系のウクライナ人を攻撃している

という事なのでしょうか。 

ちなみにクリミア半島がよく取り沙汰されていますがロ

シアに取ってはとても重要な地点なのです。何故かと言

うと冬でも凍らない港を持っているからなのです。そし

てロシアは強引にクリミアだけを独立国家として強制的

にロシアの一部に組み込んでしまったのです。これを違

憲だと見なし断じて許してはならない、との理由でウク

ライナと友好関係を結んでいる日本を初め、各国が経済

制裁に踏み切っているのであります。 

 そして経済的な日本への影響ですがロシアとウクラ

イナは小麦やトウモロコシといった穀物の主要輸出国

で、小麦の生産量はこの2カ国で世界の四分の1を占め

ています。今回の軍事衝突で更に両国からの供給が

滞ってしまいます。日本は両国からの調達はしており

ませんが、昨今のパスタなどの値上げがもう既に数回

に渡り行われているように世界的に食品価格のさらな

る値上げが叫ばれています。それと原油ですね。1バ

レル＝100ドル近くで取引される中、物価上昇がさら

に進む可能性があるとの懸念が広がっています。それ

に伴い金の相場など様々な分野でも世界的に物価が高

騰しているのが現実です。 

 ウクライナに侵攻したロシア兵とウクライナの女性

のやり取りで『同じ民族なのにあなた達は何をやって

いるの！』『我々も任務なので苦しいのですよ』 

1日も早く和解して欲しいと願うばかりです。 

 さて本日はクラブ研修リーダー委員会菊池副委員長

の卓話でございます。しっかりと学んで行きたいと思

います。今日も一日宜しくお願い致します。 
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1. 大宮西ロータリークラブ、

次年度ガバナー補佐の内山

泰成様より、次年度第1回

会長・幹事会の案内が届き

ました。 

 ・日時  ３月24日(木)17:30～  

 ・場所  会議 宇宙劇場JACK 大宮店5F 第1集会室   

 懇親会 東天紅 JACK 大宮店18F 

 ・会費 1名6,000円 (当日徴収) 

2. ローターアクト関東ブロック大会の案内が届きま

した。 

 詳細については、我がクラブはローターアクトク

ラブがございませんので、割愛させて頂きます。 

3. 米山奨学会より、レ・ティ・フンさんの奨学生レ

ポートが送られて参りました。小泉カウンセラー

に転送済みです。 

4. 第4グループ各ロータリークラブより3月の例会案

内がメールにて届きました。 

 
 

◆菊池和彦クラブ研修リーダー副委員長 

 皆さん、こんにちは。本日

はクラブ研修委員会担当の卓

話です。 

本来ならば山形委員長の卓話

予定でしたが、急な私用が入

り本日欠席の為、私が代理で卓話をする事になりまし

た。話下手な私の卓話ですが、要点をパワーポイント

にまとめましたので最後まで宜しくお願い致します。 
 

今日から3月に入りました。段々気温の方も暖かくな

り、あちこち出掛けましても春の兆しが見えて参りま

した。週末に箱根に行きましたが、コロナ蔓延防止の

中とても混んでいました。箱根の大涌谷は今でも火山

活動を続けていますが、代表的な観光スポットです

ね。そして有名なのが「黒たまご」です。大涌谷温泉

で茹で上げたもので、温泉成分が付着した黒い殻のゆ

で卵です。「1個食べれば7年寿命が延びる」がキャッ

チフレーズです。2～3個食べて寿命を延ばす方もい

らっしゃいます。玉子屋のおっちゃんいい商売してる

なぁ～この権利買ったら人生楽生やなぁ～とある方に

お話しをしたところ、温泉玉子の商売をしている会社

は仙石原一帯の大地主だと教えていただきました。調

べたところ、箱根温泉供給㈱は昭和5年設立し、大涌

谷くろたまご館始め、仙郷楼→老舗旅館（1万5千坪の

庭園）、ゴルフコース（箱根カントリークラブ）、箱

根ロープウェイ等を経営しています。 

歴史を調べると、NHK大河ドラマ「青天を衝け」の主

人公、渋沢栄一が出てくるんですね。この広大な仙石

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

幹事報告 増渕 明幹事 

 
 

■ 加藤 和正会員 ご結婚記念 

■ 萩原 光久会員   〃 

■ 西村寿美子事務局   〃 
 

■ 阿津澤 清会員 お誕生祝い 

■ 萩原 光久会員   〃 

３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。

結婚祝いには「くだもの」誕生祝いには「焼肉セット」‥。 

本日のテーマ 会員卓話 
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原で牧場を経営し、酪農を始めました。後に温泉を利

用して土地の再開発を行い現在のリゾートになってい

ます。戦前は政財界の特殊地域であり、仙石ゴルフ

コースでは昭和天皇もプレーしたそうです。元々、大

涌谷の地主は宮内省でしたので、上手く譲り受けたの

でしょう。温泉玉子の権利だけいただくのは困難と考

えました。 

 そろそろ例会テーマに入りましょう!! 

ロータリーを知ろう!!「ロータリーを学び、ロータ

リーを楽しもう」 

新会員の方もロータリーの各分野を理解すれば面白さ

が広がります。そして退会防止にも繋がります。 

ロータリーを知る方法として、源流の会があります。

会長は田中 毅（尼崎ロータリークラブ）眼科医 パス

トガバナーです。 

「目的」はロータリー及びその関連資料をデジタル化

して保存し、これらの資料をインターネットを通じて

会員に提供する事です。 

ロータリーのノウハウ本として参考にされてはいかが

でしょう。 

それではパワーポイントを使って本題の話を進めま

す。  
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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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例会日 総数 出席 欠席 Ｍｕ 出席率 

3/1 
免除3名 

24 
(3) 

17 
(1) 5 0 76.19% 

2/8修正 

免除3名 
24 
(3) 

16 
(1) 6 0 71.43% 

出席報告  

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 


