
 

  

 
 

■ 地区青少年交換委員 戸賀崎千夏様(杉戸RC) 

 

 
 

皆様、こんにちは。 

世間ではウクライナ問題や円安も進んで

いるようですが飲食業の私としては某牛丼

チェーンの失言問題がとても気になってお

ります。元々の牛丼チェーンというのは牛

丼一択で商売を成り立たせていた非常に秀

逸な業態でした。ほぼ牛丼、味噌汁、お新

香というメニュー構成ですからロスも少な

く提供も早かったのです。従って彼らが

売っていたのはもちろん牛丼ですがそれ以上に支持されていた理由はそ

の利便性にありました。注文に10秒、提供に30秒、そして速い人だと5分

で食べられるという利便性こそが最強の武器だったのです。駅近にあり

時間のない忙しいサラリーマンにはとても有り難く便利な存在だったの

で、あれだけの大きな巨大チェーンに成長出来たのです。並盛り¥380と
いう価格設定こそが安定的な経営を生み出していたのですが期せずして

巻き込まれた値下げ合戦によって一時期の牛丼チェーン3社は「勝者なき

泥沼戦争」と揶揄されるまで疲弊してしまいました。 

今回の事件はメニューの多様化など複雑な経営内容が生み出した継続経

営の難しさから起きてしまったのでしょうか。 

何にしても今の時代に許される事ではないと思いますし私自身も言動に

はより一層の注意をして行きたいと思います。 

さて本日は地区より青少年交換委員会、杉戸RC所属の戸賀崎千夏様が

お見えになられておりますので、少しゴルフのお話をさせていただきま

す。戸賀崎様とは私の友人である株式会社フラッグスの北岡会長のゴル

フコンペでお会いしました。 

戸賀崎様はとてもスタイリッシュなお方ですので何度かお見かけしてす

ぐにロータリアンだと気づきました。その時に思い切ってお声がけさせ

ていただいてからのご縁でございます。 

私自身、約1ヶ月半前にグリップを大きく変更するという決断を致しました。 

左手首を時計側に回して握るグリップを「ストロンググリップ」と言い

ます。 

要するに強い球が出るグリップです。 

逆に反時計回りに握るグリップは「ウィークグリップ」弱いグリップと

言われています。約8年前に球の曲がりを極力減らしコントロール性を重

要視してから球が飛ばなくなりました。結果として操作性は格段に良く

なりましたが球が飛ばなくなりました。それの副産物としてバーディー
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 数が減ってしまっていたのです。 

大きな失敗は減りスコアは良くなりましたが、ビッグ

スコアも出なくなりました。 

要するに可もなく不可も無い、つまらないゴルフに

なってしまったのです。 

そこで心機一転、飛ばせるグリップへと改革を試みま

した。結果、どうにもコントロール出来ない日もあり

ましたが直近2ラウンドでは４バーディーと5バー

ディーと上々の仕上がりになって来ました。こう話し

ていると良いように聞こえますが、その他のラウンド

では散々な思いを味わいました。正に産みの苦しみで

す。でも、それでも年齢等を考慮すると今踏み切らな

ければいけないと思いました。色々と工夫して行く中

で新しい発見、というより基本中の基本を改めて思い

知らされております。約25年ゴルフをやってきて改め

てゴルフの基本に気づいた次第です。これからも簡単

にはいかないでしょうが、夢の60台のスコアを目指し

て日々鍛錬に励みたいと思います。 

そして本日は青少年交換委員会戸賀崎様の卓話でござ

います。青少年交換についてはまだまだ知らないことが

沢山ありますので、しっかりと学びたいと思います。 

皆様、本日も宜しくお願い致します。 
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1. 地区会員増強部門よ

り、「同好会について

のアンケート依頼」が

届きました。 

2. 地区職業奉仕委員会が

作成した「ポスター」

が届きました。 

3. 青少年育成さいたま市民会議会報「はばたき」が

届きました。  回覧 

4. 以前、地区事務所より菊池和彦会員に感謝状が届

いておりまし

たが、ZOOM例

会の為、お渡

しする事が出

来ませんでし

たので、本日

この場をお借

りして、奥津

雅史会長より

贈呈させて頂きます。 

5. ロータリー米山記念奨学会より、「ハイライトよ

ねやま２６５号」が届きました。回覧 

6. 大宮西RCより、「オープン例会」のお誘いが届き

ました。内容については、既にFAX済みです。申込

みは5月6日迄です。 

7. 田中徹夫パストガバナー令夫人 田中民江様より、

ローズヴィラのイベントの支援金52,000円を昨

日、事務局へお届けいただきました。併せて地区

へ送金させて頂きます。 

 会員分も含めて、合計214,000円に達しました。皆

様のご協力に感謝いたします。 

8. 本日、レターケースにポスターとガバナー月信4月

号・週報第34号が入れてあります。   ご確認

下さい。 

 

 

 
 

◆菊池和彦次年度奉仕プロジェクト担当理事 

 本日、例会終了後、次年

度の地区補助金について、

話合いを行いますので、関

係者はご参加お願い致しま

す。 

 

◆加藤哲男会長エレクト 

 去る15日に、地区研修協

議会が開催され、12名で参

加して参りました。細渕ガ

バナーエレクトは熱く卓話

をしておられました。 

 本会議の後は、分科会が

行われました。次年度の地区方針は「創造しよう未来

への調和」―ロータリーにＤＥＩの爽やかな風をー 

を地区運営方針に掲げて、それぞれの分科会に於いて

講義が行われました。 

因みにＤ=Diversity (多様性) Ｅ=Equity(公平さ) 

Ｉ=Inclusion(インクルージョン) 2770地区は、( 多

様性、公平さ、インクルージョン )を推進し、学び、

向上し続けていくことに真摯に取り組みます。と細淵

雅邦ガバナーエレクトは云われておりました。 

 

◆橋本かほるロータリー財団・米山理事 

何時も、財団・米山にご寄付のご協力を頂き、有難

幹事報告 増渕 明幹事 

委員会報告  
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 うございます。現在70％位

の寄付の類型となっており

ます。今一息です、そして

年度内の実績になるのは、5

月一杯位に頂けると間に合

いますので、皆様、ご協力

を宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 
 

『卓話者紹介』 

◆小泉真悟青少年奉仕委員会理事 

 本日、お忙しい所、卓話

にお越しくださいました戸

賀崎千夏様をご紹介いたし

ます。ご本人様より、頂い

たプロフィールを読ませて

頂きます。 

  

『卓話者プロフィール』 

≪生業≫ 

◎ 卒業後、エンターテインメント業界に入る。 

 芸映プロダクションに入社後、デスクを経て、レ

コード店担当、宣伝部に在籍しプロモーターとして

働く。 

◎ 秋元康さん率いるSold Outに入社。プロダクション

業務全般を担当する。 

◎ 独立した芸映の先輩の会社Point Roseに移り、マネ

ジャーとして働く。 

◎ 10年間、働かせて頂いたエンターテインメント業界

を辞め実家の事業を手伝う。  
◎ 2014年、両親が他界。事業の一部である倉庫業を継

ぎ、今に至る。 

 

≪ロータリー歴≫ 

2014年7月  杉戸ロータリークラブに入会。 

2015-2016年度 井原年度、青少年交換委員会に出

向。 

2019-2020年度  小林年度、杉戸ロータリークラブ49

代会長に就任。 

 (父親は、24代会長） 

2020-2021年度 中里年度、青少年交換委員会に再び

出向。今に至る。 

 

◆戸賀崎千夏様 

 皆様、こんにちは。本

日は卓話にお招き下さり

有難うございます。 

未だ不慣れではございま

すが、誠一杯お話させて

頂きます。  

 IWATSUKI-EAST ROTARY CLUB WEEKLY REPORT 

青少年交換員会の歴史

★はじまり
•1929年コペンハーゲンロータリークラブで
始められ、当初はヨーロッパ内の活動に限
られていた。(92年前)

•第2次世界大戦により中断後1946年に再
開。

本日のテーマ 外部卓話 

地区青少年交換委員 戸賀崎千夏様 (杉戸RC) 

戸賀崎様より、パワーポイントによる、スクリーンでの映像を

交えてのとても解り易いご説明がございました。戸賀崎千

夏様、有難うございました。  
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戸賀崎千夏様(杉戸RC) 

 本日は、お招き頂き有難うございまし

た。青少年交換プログラムの魅力をお

伝えしたいと思います。 

奥津 雅史  戸賀崎様、ようこそ我がクラブにお越

し下さいました!本日の卓話、楽しみに

しています。(^^♪  

増渕  明  戸賀崎様、ようこそいらっしゃいまし

た。本日は、宜しくお願いします。 

阿津澤 清  長雨の時節ですが、今日は晴れて気持

ちが良い。ハイキングの後、足が痛く

無いです。 

小宮  勇  青少年奉仕委員会、戸賀崎千夏様、ご

苦労様です。橋本かほるさん、増渕さ

ん、ハイキング大変、楽しかった 有難

う。 

遠藤 光治  地区青少年交換委員、戸賀崎千夏様卓

話ご苦労様です。 

( 同趣旨 )  菊池 和彦    加藤 哲男 

       斎藤 公司    杉田 政男 

       京野 新悟 

飛田美佐子  戸賀崎様、ようこそ。ロータリーの中

でも憧れの女性です。卓話楽しみにし

ています。 

橋本かほる  良い日です。今日も楽しみです。 

丹野 寿明  地区青少年奉仕委員会、戸賀崎千夏

様、岩槻東クラブへようこそ。卓話有

難うございます。 

山崎 和雄  青葉まぶしい季節となりました。戸賀

崎様、今日の卓話、楽しみです。 

小泉 真悟  本日は、青少年交換委員会委員、戸賀

崎千夏様より卓話を拝聴します。貴重

な学びの場です。 

山形 照之   清水 常三   飯渕 昭二 

加藤 和正   

 

 

 

 

ニコニコＢＯＸ・出席報告 

例会日 総数 出席(Zm) 欠席 Ｍｕ 出席率 

4/19 
免除3名 

24 
(3) 

19 + (0) 
(1) 3 1 90.48% 

4/5修正 

免除3名 
24 
(3) 

19 
(1) 4 2 90.48% 

出席報告 (Zoom出席)  

ニコニコBOX金額報告  

4/19合計 ２７，０００円 

今年度累計 ５３８，８１３円 

オンライン出席数を (Zm) で掲示致します。 

映像の一部を掲載。 
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◆増渕 明アウトドア―同好会から、ご報告させて頂きます。 

去る4月16日(土)に、日和田山方面へのハイキングに、飯渕会員、橋本会員、阿津澤会員、小宮会員と私(増渕)

の5名で参加をして来ました。途中、ソーセージを焼いて、ワインなども飲みながら楽しんで来ました。写真は

何枚かありますが、一部掲載させて頂きます。 
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アウトドア同好会 日和田山ハイキング報告 



 

6 

 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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