
 

  

 
 

皆様、こんにちは。 

 昨日は川口モーニングクラブのアイメイ

トゴルフに今年も行って参りました。 

1 日中雨が降り止まないというコンディ

ションでしたがプレーすればそれなりに楽

しく真剣にやって来ました。雨の日は身体

も濡れますし打つのも歩くのも重く自分が

思っている以上に身体は疲れたようです。

家に帰った後はソファーでぐったりとして今日も少し疲れています。 

 そしてゴルフと言えばいよいよマスターズゴルフが開幕します。全出場

選手の中で唯一連覇という偉業の権利がある松山選手に期待が大きく膨ら

んで今からとても楽しみです。ただし心配なのは首の怪我の状態です。何と

か良い成績を収めてくれるのを祈っております。そしてマスターズと言え

ばあの男が帰って来ました。タイガーウッズです。こちらも一年前の交通事

故からの復帰戦になります。 

親子で出場した大会ではプレー出来ましたがゴルフと言えどスポーツで

す。基本的には自分の足で 4 日間歩かなければなりません。彼ほどのレジェ

ンドプレーヤーになればもうそれこそプレーしている姿が観られるだけで

も貴重であり大ファンの私からするとそれだけで嬉しいのです。両選手に

は是非とも無事にプレーして頂きたいと思います。 

 話は変わって先週末の土曜日には米山奨学生とカウンセラーの初顔合わ

せに参加して参りました。新規と継続生合わせて 39 人と多くの奨学生に

会って来ました。もちろん我がクラブの小泉カウンセラーとフンちゃんも

参加していました。 

この米山記念奨学生制度は日本独自のもので御座います。脈々と受け継が

れて来たこの制度を地区委員の皆さまも誇りと責任感を持って職に当たら

れております。私も一委員として 1 年間しっかりと尽力したいと決意を新

たにしました。 

 その説明の中で特に注意があったのがセクハラ、パワハラについてでし

た。もちろん奨学生たちは若い子供たちです。こちらに悪気が無かったとし

ても受け取り側がそう感じたらそれはセクハラでありパワハラに認定され

てしまうという事なのです。意外に思われる方もいらっしゃるかも知れま

せんが日本では案外とその基準が甘いのかも知れません。それは何故かと

言うと銃規制が無いからです。 

例えばクレームを１つ例にあげると、頼んだ唐揚げが入って無かった。 

日本では素直に『入ってないよ！』などと言ってしまいます。ところがアメ

リカでは銃の保持が認められていますし違法に持ち歩いている人もいま

す。そんな社会では『ウチの子供はお宅の唐揚げが大好きなんだ。もしその

大好きで楽しみな唐揚げが入っていなかったら悲しく無いかい？残念なが
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ら今回は唐揚げが入ってないんだよ』などと言うそう

です。 

これは気遣いの違いではなく銃の携帯有無が生んだ違

いなのです。ともすれば言い方一つで撃たれる可能性

が生んだ悲しい気遣いなのかも知れません。しかしそ

れが今の世界のスタンダードなのです。 

ですからセクハラ、パワハラについても十分に気遣い、

配慮する事が肝要だと改めて学ばせて頂きました。私

も言動には十分に気を付けたいと思いました。 

 本日は増強委員会の卓話で御座います。 

主な主題として加藤エレクトから次年度についてのお

話が頂けます。それでは皆さま、本日も宜しくお願い致

します。 

 

 

 

1. 地区事務所より、再度「入会３年未満会員のロー

タリーを愉しむ会」の案内が届きました。 

 ・日時 第１回 ４月25日(月) 18:00～   

 ・場所 越谷コミニティセンター 桐の間 

 ・日時 第2回  5月29日(日) 13:00～   

 ・場所 大宮ソニックシティ市民ホール 

     401-404集会室  詳細は事務局まで 

2. 米山梅吉記念館より

「館報 2022春号」が

届きました。賛助会入

会の案内が入っており

ます。 

3. 岩槻ゴルフ連盟より

「第45回岩槻チャリ

ティゴルフ大会」協賛のお願いと参加者募集の案

内が届きました。  

 ・日時 5月18日(水) コース 紫あやめ36 

4. 大宮西RCと大宮北東RCより、3月の週報がメールに

て送られてきました。 回覧 

5. 第4グループ各クラブより4月の例会案内が届きま

した。 

6. 本日、レターケースに週報第31号と32号が入れて

あります。  ご確認下さい。 

7. 例会の後、加藤哲男年度の「第1回顔合わせ理事

会」が例会場で行われます。 

8. 今夜6時より、雅致にて奥津年度の「第11回理事

会」が行われます。いずれも関係者は予定に入れ

て下さい。 

 

 

 
 

◆小宮 勇会報・広報委員長  

ロータリーの友 4月号のご紹介  

 皆様こんにちは。第2770地区まず初めに、横24ペー

ジ 『ガバナーのロータリー・モメント』  

2021年10月24日 世界ポリオデーの日（埼玉南東Ｒ

Ｃ）、第2770地区松本 輝夫ガバナー この日を記念

しクラシックカーラリーを企画しました。  

ポリオ根絶活動を人々にし

て頂くため，コロナ禍３年

越しに開催をしました。  

数十台のクラシックカ―

で川越 秩父を通り大宮

パレスホテルにて終点。 

ロータリアン関係者の協

力を頂き実現いたしました。 

縦21ページ 『ロータリーアットワーク』 中学校野

球部の全国大会出場を支援（越谷北ＲＣ）第13回全日

本少年春季軟式野球大会に越谷市から２校出場、校内

にて支援金を進呈いたしました。 

最後に横20～24ページ『どうやって決まる？ ロータ

リーのルール』 2022年規定審議会の流れ 是非一読

をお願いいたします。 

 

◆橋本かほる財団委員長 

 今は全体の72％まで、

寄付額の累計が来ており

ます。レートもじわじわ

と上がってきております

ので、早い方が良いと思

いますので、寄附の方を

宜しくお願い致します。 

  

◆杉田政男会員より一言 

 皆さんこんにちは。久し振りの登壇となります。今

日は赤十字のご案内をさ

せて頂きたいと思いま

す。以前から赤十字の会

員になっておりますが、

戦争に行っていなかった

ので、お国の為になれ

ば…と思って入っており

ます。会員になるには、入会費が1,000円、年会費が

3,000円と他に月賦でも良いので、20万円程が掛かり

ます。もしお気持ちが少しでもあるようでしたら、パ

幹事報告 増渕 明幹事 

委員会報告  
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 ンフレットを回覧しますので、ご覧になってください。 

 

◆増渕 明アウトドア同好会副会長より 

 4月の16日に、ハイキングを企画致しました。過

日、事務局からもFAX流させて頂きましたが、本日、

レターケースにも入れさせていただきましたので、ご

覧ください。宜しくお願い致します。 

 

 
 

◆加藤哲男増強・退会防止委員長 

 過日、会長エレクトセミナーが当初は、リアルで行

う予定でしたが、コロナウイルスのオミクロン株の蔓

延が終息する気配がな

く、ZOOMにて行う事にな

りました。その内容につ

いて、掻い摘んでお話さ

せて頂きますので、配布

させて頂きました資料を

ご覧になりながら私の話

を聞いて頂けると幸いです。(以下話の内容について

は、添付の資料に沿って話されましたので、割愛させ

て頂きます。) 

 

 

 

 

 IWATSUKI-EAST ROTARY CLUB WEEKLY REPORT 

本日のテーマ 会員卓話 

資料 1 

資料 2 

資料 3 
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奥津 雅史  いよいよ4月です! 次年度への動きも始

まりましたが、今年度をより充実させ

たいと思います。(^^♪ 

増渕  明  加藤会長エレクト、本日は宜しくお願

いします。 

萩原 秀咲  結婚祝有難うございます。 

斎藤 公司  ロシア軍による、ウクライナ侵攻を見

て、胸が苦しくなります。 

阿津澤 清  花見が最高です。これから暑くなりま

すね。草花も元気になります。今日も

宜しくお願いします。 

菊池 和彦  加藤哲男委員長、本日の卓話宜しくお

願いします。 

遠藤 光治  第７波コロナ発生に気を付けましょ

う。 

杉田 政男  桜花 満開中です。桜の花を楽しみま

しょう。 

加藤 哲男  例会後、次年度の第１回理事会を開催

致します。宜しくお願いします。 

飛田美佐子  加藤委員長、本日の卓話宜しくお願い

致します。 

小宮  勇  まだまだ桜の花が残っています。十分

楽しめそうですね。 

橋本かほる  結婚祝い有難うございます。 

京野 新悟  加藤委員長、本日の卓話宜しくお願い

致します。 

小泉 真悟  桜はまだまだきれいですね。 

山崎 和雄   加藤 和正   飯淵 昭二 

萩原 満久 

 

 

 

 

 

 

 

例会日 総数 出席 欠席 Ｍｕ 出席率 

4/5 
免除3名 

24 
(3) 

18 
(1) 4 0 80.95% 

3/22修正 

免除3名 
24 
(3) 

20 
(2) 5 0 85.71% 

出席報告  

ニコニコBOX金額報告  

4/5合計 ３１，０００円 

今年度累計 ４８１，８１３円 

ニコニコＢＯＸ・出席報告 

 
 

 

■ 末次 哲朗会員 ご結婚記念 

■ 萩原 秀咲会員   〃 

■ 小宮  勇会員   〃 

■ 橋本かほる会員   〃 

 

■ 水戸  恵会員 お誕生祝い 

 

 

 
 

 

 ４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。これからもお元気で‥‥。 


