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点 鐘 12:30

会長挨拶
奉仕しよう みんなの
人生を豊かにするために

テーマ
担

当

米山奨学生卓話
レ･ティ･フンさん
米山奨学委員会

奥津雅史会長

皆様、こんにちは。
そしてお待たせ致しました！久々のリ
アル例会です。

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

―
―
―

いよいよ本日より、蔓延防止重点措
置が解除されます。特に我々飲食店事
業者にとっては大きな変化で御座いま
す。但しですね、手放しでは喜べませ
ん。
何故かと言うと、これだけ自粛が続い

本日の例会
第1959例会 3月29日(火)
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場
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公園散策－定例会場
花見例会
親睦活動委員会

点
鐘
斉
唱
お客様紹介
会長挨拶
幹事報告
お客様挨拶
委員会報告
スマイル報告
出席報告

12:30
それでこそロータリー
奥津雅史会長
奥津雅史会長
増渕 明幹事

次回例会案内

た生活様式がですね、簡単に戻らないからです。
この時期 3 月は例年ですと歓送迎会、進級進学、引っ越しなど、ヒトモノカ
ネが動くシーズンなのです。実は一年で見ると年末年始、そして夏休みに続
く売上の高いのが 3 月という月なのです。万防が解けたからと言ってお客
様が戻るかというと答えは NO です。実際に予約の数もそこまで多くは無い
ですし、ある意味覚えてしまった家飲みの気楽さはすぐには変わらないと
思われます。何たって眠くなったらすぐに横になれますし何ならそのまま
寝ても良い訳ですからね。そして 1 番な弊害というか、それらを妨げている
のは『1 番最初にはなりたくない』という日本人の心理ですかね。謙虚と言
うか奥ゆかしいと言うか、兎に角、最初の 1 人にはなりたくない、という日
本人独特のマインドが大きく働いていると予測出来ます。更には東北での

例会委員会
出席奨励委員会
丹野寿明例会委員長

地震、そしてウクライナ情勢、それらも加味すると飲食業の回復にはまだま
だ時間が掛かると思います。
コロナ関連では世界的には増加傾向です。
お隣の韓国では 1 日に 40 万人、
ドイツでも 20 万人超と未だ余談を許しません。

次回例会案内
第1960例会 4月5日(火)
会
場
例会テーマ
担
当

定例会場｜ハイブリッド
会員卓話
会員増強委員会

会
場
例会テーマ
担
当

市民会館いわつき 301
グループフォーラム
会員増強委員会

３月の花 クロッカス

日本でも G W、そして先先では夏休みも控えておりますので、しっかりと状
況を見極めて自身の行動にも気をつけたいと思います。私自身の事で言え
ばウチの家内、有希のお母さんが先週コロナに感染しました。翌日にはお父
さんも感染しました。お店では数人のアルバイトさんが感染して更にはほ
ぼ全員が濃厚接触者として一定期間、シフトに入らないという時期がつい
先日までございました。今はほぼ一周して全員が出勤できる体制まで回復
致しました。家族に限って言えば感染していないのは私だけ、という尊敬さ
れているのか変人扱いされているのか分かりませんが「凄いよね、あな
た！」と有希にも変な言われ方をされております。よくある 3 秒ルールで落
ちた物を『勿体ない』とよく食べている効果なのか分かりませんが今のとこ
ろ、何とか無事に生き抜いております。
また先週土曜日の岩槻区マルシェでは、岩槻 RC からお弁当の依頼を受けま
して、岩槻 RC は独自にブースを出して宣伝と募金をしていました。
次年度は環境問題委員会を立ち上げる、環境関連事業の会員を取り込みた
い…そんな事を話されていました。
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今期末の会員が、25 名前後まで減るとの予想から、我

そして本日はレティフンさんの卓話です。自身の経

がクラブも負けずに色々な事に取り組んで行きたい。

歴、事業を話すというのは、振り返り、見直しにもなり

さてそんな中、増渕幹事と先週ですね、クラブセントラ

ますし、またそこから新たな事業領域ドメインの発見

ルの見直しをして参りました。

にも繋がったり…ぜひ機会を設けて皆様にもお話でき

今年度最初の例会でメーキャップに見えられた川口

るチャンスを設けたいと思います。

モーニングの赤塚直前会長、中里パストガバナー、ぜひ
奥津さんも西村さん三枝 G 補佐、自分たちで設定して、自
分たちで評価する奥津年度ではなくクラブとして～。

幹事報告

増渕 明幹事

9. RI日本事務局より、「財団室ニュース
届きました。

1. 地区事務所より、「ウ

号外」が

回覧

10. 大宮西RCと大宮北RCより、週報が送られてきまし

クライナで生じている

た。

戦いの件」で、当地区

回覧

11. レターケースに週報29例会と30例会分が入れてあ

としての支援事業は、

ります。御確認下さい。

①ロータリー災害援助
基金に50,000ドルを地
区補助金から寄付す
る。
②各クラブへ支援金の協力をお願いする。会員1人
当たりの金額は設定しないで、4月15日までに国連
難民高等弁務官事務所等に送る。我がクラブとして
は、4/5(火)の理事会にて、検討致します。
2. 地区米山奨学会より、カウンセラーと米山奨学生と
の顔合わせ会の案内が届きました。
・日時

4月3日(日)

たま共済会館6階

18:30～ 21:00

場所

さい

601号室

3. 地区米山奨学会より、「入学式」の案内が届きまし
た。
・日時

4月16日(土)

スホテル大宮
・会費

16:00～20:00

場所

パレ

４階ローズルーム

１名12,000円

4/4までに

4. 地区より、「入会3年未満会員対象にオンライン会
議開催」の案内が届きました。
・日時

第4Gは4/20(土) 18:00～ ガバナーと共に

オンライン飲み会を開催する。
我がクラブの対象者は小泉真悟会員のみとなってお
ります。
5. 地区より「3800地区国際奉仕支援案件」が届きまし
た。
6. 川口モーニングRCより、「アイメイト

チャリティ

ゴルフ大会」の組合せ表が届きました。参加者にお
渡しいたします。
写真上は、地区大会にてのガバナーより、長寿会員の
皆様へ感謝状の贈呈がございました。
下の写真は、次年度の地区委員へ細渕カバナーエレ
クトより委嘱書が送られてまいりました。

7. 埼玉県緑化推進委員会より「緑の羽根募金」の案内
が届きました。
8. 米山奨学会より「ハイライトよねやま
届きました。

264号」が

回覧
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本日、オンライン出席の皆様

久し振りのハイブリッド例会です。Ｚｏｏｍ参加
者も７名程おりました。その為か、例会場への
出 席 者 が少 なく 心 なしか寂 しい気 も致 しま
す。
29,000円となります。早めのご協力をお願い致しま

委員会報告

す。

◆阿津澤 清親睦委員長
次回の花見例会につい

◆京野新悟管理運営理事

て、天気に恵まれると良い

明後日に迫って参りまし

のですが、市民会館の入口

た「親 睦ゴ ルフ 大会」につ

に 12時に 集合 して、創立15

いて、少しお話させて頂き

周年記念樹の前に記念写真を

ます。プレステージカント

撮ります。その後、寿々家さ

リークラブにて、4組で計15

んのお花見弁当を頂きます。軽装でお越しください。

名の参加です。会員増強を
含めてお客様にも声を掛けさせて頂きました。焼肉

◆橋本かほるロータリー財団・学友委員長

やっちゃんの駐車場に6時40分集合して参ります。現

現在、ロータリーレート

地集合は7時50分までとなっております。宜しくお願

が巷では119円ぐらいになっ

い致します。

ているかと思いましたら、
今の所1弗116円と云う事で
す の で、250 ド ル で す と
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ハイブリッド例会、前からの会員達の様子です。

本日のテーマ

奨学生卓話

◆米山奨学生卓話

の花、南部では梅の花、そして金柑の木を使って家の
中を飾ります。

レ・ティ・フンさん･

＊

『ベトナムのお正月の紹介』

テトの行事

日本と違って、

大晦日:ベトナムでは亡くなった先祖を迎えるた

私の国ベトナムで

め、大晦日の午後に先祖のための食事を必ず用意しま

は旧暦も使ってい

す。さら に、大 晦日 の夜に は食事 を 2 セ ット用意

るので新年のお祝

し、1 セットは先祖のため供物台に供え、1 セットは

いが旧暦に基づき

神様のために庭に供えます。供えられる料理は鶏肉や

ます。

こわ飯が一般的です。また、多くのベトナム人は、新

ベトナムのお正

年を迎える時刻に神社・お寺などに植えられている常

月は「テト」と言

緑樹の枝と葉を供物台に供え、一年の無病息災を祈り

い、ベトナムで最

ます。

も重要な祝祭日となっています。お正月は陽暦の1月

元旦:テトの中でも一番大切な日で、この日初めて

21日から2月19日の間で、旧暦によって毎年決定しま

の来客者が新年の幸運に影響を与えると考えられてい

す。

ます。そのため、多く のベトナム人は初めての来客

テトは旧暦の1月1日から7日までとされています。

者を予め選び、頼みます。また、通常はこの日に家族

テトは土の神、太陽の神など神様にお礼を伝えるとき

全員で祖父や祖母の家を訪問、新年を祝い、子供達に

であり、先祖の魂が戻ってくるときであると言われま

はお金が入っている小さなお年玉袋が振る舞われま

す。また、ベトナムでは「1日は父親の親戚の家を訪

す。その他、ベトナムではゴミを掃くと新年の幸運も

ね、2日は母親の親戚の家を訪ね、3日は恩師の家を訪

掃かれると信じられているために、屋外を掃除しない

ねる」ということわざがあるように、親族や恩師の家

こともテトの習慣もあります。
旧暦の 2日はお世話になった先生、友達、近所のお

を訪れ、お礼を示すときであると考えられます。
年末にベトナム人の家庭では大掃除します。そうし

宅を訪問し、新年のお祝いをします。この訪問を通じ

て今年の良くない出来事や不運を外に吐き出し、家の

て周囲との関係が良くなるためです。また、お寺を訪

中を整理して新年を迎えます。その後、皆は忘年会の

れることもテトの習慣の一つとなっています。3 日に

食事を一緒に食べ、今年の良くないことや喧嘩事など

は、先祖を送るために、大晦日にも準備した先祖に対

をすっきりさせて新年を明るい気持ちで迎えようとし

する食事を再度用意します。
元旦の日からテトのドライフルーツがお客さんへの

ます。また、繁栄・幸福を象徴するのに、北部では桃

もてなしやお茶請けに出されます。伝統のテトのドラ
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イフルーツの置物は丸いお皿が使われ、生姜やココ
ナ ッツ、冬瓜、ピーナッツ、きん かん、蓮の実等と
いった8種類が含まれています。置物の丸い形は十分
な意味を示し、そしてドライフルーツの各種類がそ
ろっていることで、人生の酸っぱい、辛い、甘いなど
の出来事を表します。
現在各家庭の好みによって自分の地域のおせち料理
だけではなく、他の地域のおせち料理も取り入れてい
ます。テトの時の食事は皆を団結する重要なときであ
り、一年間の出来事について振り返り、そして新年の
予定などについて共有する機会です。ベトナムから離
れても、ベトナム人の家庭にとって、テトのおせち料
理はとても大切な意味を持ちます。
以上、ベトナムのテトをご紹介させていただきまし

今年初めての雪景色です。岩槻市民会館3階の定例会場
よりの、風景です。

た。ご静聴ありがとうございました。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

「まちかど雛めぐり」去る2月27日より、3月7日まで開催され、ワッツ東館１階広場にひな
人形を沢山展示されておりました。一般のかたがたも興味を以って見学しておりました。
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清水

常三

丹野

寿明

阿津澤

写真上は、スマイル報告の小泉真悟会員と出席報告
の斎藤公司会員です。又、下は司会役の京野新悟
会員と会計の丹野寿明会員です。何時もご苦労様で
す。

清

斎藤
山崎

公司
和雄

杉田

政男

加藤
小宮

和正
勇

京野

新悟

小泉

真悟

西村寿美子

久し振りの例会場での例会ですね。皆
さんお元気で何よりです。
フンさん、卓話有難うございます。久
し振りの例会場、気分が上がります。
彼岸の長雨・雪で久し振りの例会です
が、宜しくお願いします。
結婚記念品ありがとう。
久し振りの例会場です。フンちゃん今
日は宜しくお願いします。
遅い雪になりました。風邪に気を付け
ましょう。
結婚祝に感謝します。
雪が降ってきました。寒いですが、例
会(通常)始まりました。フンさん卓話
楽しみにしています。
久し振りにリアル開催もあって、皆さ
んの顔が見れて嬉しいです。
久し振りのハイブリッド例会、フンさ
んの卓話が楽しみです。結婚記念品有
難うございました。
結婚・誕生祝いを頂きました。有難う
ございます。

ニコニコBOX金額報告
3/22合計

３９，０００円

今年度累計

４２３，８１３円

出席報告

ニコニコＢＯＸ・出席報告
奥津

雅史

増渕

明

橋本かほる

例会日

総数

出席

欠席

Ｍｕ

出席率

3/22
免除3名

24
(3)

20
(2)

3

0

85.71%

3/1修正
免除3名

24
(3)

17
(1)

5

0

76.19%

会
長
幹
事
会報委員長

奥津
増渕
小宮

皆 様、お 久 し ぶ り で す。元 気 で す か
～!? (*^_^*)
久し振りのリアルハイブリッド例会で
す。宜しくお願いします。
久し振りに皆様にお会いできて嬉しい
です。
2021～’22年度
例 会 日
例 会 場
クラブ事務局
U R L

岩槻東ロータリークラブ

毎週火曜日 12:30～13:30
さいたま市民会館いわつき
Tel 048-756-5151
Tel 048-757-9786
Fax 048-756-5539
http://www.iwatsuki-east-rc.org
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