
 

  

 
 

皆様、こんにちは。 

 ＧＷはいかがお過ごしでしたか？ 

私はお陰様でお店も好調という事もあり、

コースに5回、練習7回とゴルフ三昧の日々

を送らせて頂きました。これまでの3年間で

練習には 10 回程度しか行っていなかったの

ですが、思うところがありました今年はなん

と、既に30回以上練習しております。クラブ

を買い替えた事がモチベーションにもなりまして、ゴルフに対して今一度真

面目に取り組んでおります。 

皆様も自身の会社においては専門家でありプロフェッショナルだと思

いますが、何事に於いても敵を知り己を知り研究はもちろんのこと、長所

を伸ばし欠点を克服してこそだと思うのです。私も自分の目標に向かって

日々邁進して行きたいと思います。そして GWでの出来事として佐野ラーメ

ンで有名な『おぐら屋さん』へ行って参りました。100 人は入ろうかという

大きな店舗に開店前から 30 人ほど並んでいました。チャーシュー麺 770

円、餃子 5個入り 418 円と、リーズナブルでしたがラーメンは黄金スープ

と呼ぶにふさわしい絶品の黄金色塩味でした。 

大きなチャーシューが 3 枚入っていてとても柔らかく味付けも絶妙でし

た。自慢の餃子はやや大きめの羽付き、皮が薄めなので上手く掴まないと

破れてしまうほど繊細な作りでした。 

中身は野菜とお肉のバランスがとてもよく美味しかったです。このおぐら

屋さんは修学旅行のバスが停まるなど逸話には事欠きません。50 台は停ま

れる広い駐車場の奥には「おぐら屋御殿』と呼ばれる社長の平家がドンっ

と構えていました。岩槻の人形博物館のような立派な屋根の作りです。更

にアルバイトさんも全員引き連れて海外旅行に連れて行くなどの噂もご

ざいます。この安価な値段とクオリティになるほど、と感じずにはおれま

せんでした。 

是非お近くにお越しの際にはお立ち寄りくだされば私の話がよりリアル

にご理解頂けると思います。 

 そして、本日の理事会は『肉バル岳』という東岩槻の踏切近くのお店です。

ここのオーナーはかつて私のお店でアルバイト、そして社員としてご尽力

頂いた関根さんという方です。 約 15 年近く私の会社に居てくれたでしょ

うか。当時から才能を発揮してバリバリ働いてくれていました。しかしバ

リバリやる人はいつか自分で勝負に出るものです。当然の事ながらバリバ

リやる人は人の風下には立ちません。この「肉バル岳」は生ハムやチーズ、

アヒージョ、そしてステーキまでご堪能頂けます。そしてビールからワイ

ンまで幅広く取り揃えてございますので、これを機会に足を運んでくださ

れば幸いです。今後とも肉バル岳を宜しくお願い致します。 

さて本日は奉仕部門のクラブ協議会です。次年度に向けてしっかりとした

ご審議をお願い致します。 
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1. 地区より、「ロータリーを愉しむ会」の案内が届

きました。 

 ・日時 5/29(日)  

 ・13:00 開始  

 ・15:30終了予定  

 ・大 宮 ｿ ﾆ ｯ ｸ ｼ ﾁ ｨ 4 階  

・入会5年以内・今年  

度、次年度の会長・幹

事・会員増強委員長・その他希望者    

 ・5/16締切り 

2. 地区より「職業奉仕部門講演会開催の案内」が届

きました。 

 ・日時 6/2(木)  

 ・受付14:30～ 15:00点鐘 16:40終了   

 ・5/26締切り 

3. 次年度第４Ｇ内山泰成ガバナー補佐より「ＩＭ実

行委員会の案内」が届きました。   

 ・日時 5/19(木) 1８:00  

 ・さいたま市宇宙劇場 第1集会室   

 ・5/15締切り  

4. さいたま市交通安全協議会委員会開催の案内が届

きました。  

 ・5/25(水)PM14:00～15:00  

 ・ロイヤルパインズホテル浦和４階 クラウンC   

 ・5/18締切り 

5. 第33回 腎アイバンク総会の案内が届きました。 

 ・日時 6/18(土) PM2:00～PM3:00  

 ・場所 埼玉県県民健康センター １階  

 ・5/20締切り 

6. 地区より、飯渕昭二会員にRLIパートⅢの修了証と

バッチが、又小泉真悟会員にパートⅠとパートⅡ

の修了証が送られてきました。 

7. 地区より「ガバナーナイト」の案内が届きました。 

 ・日時 6/3(金) 18:00～20:00   

 ・場所 ロイヤルパインズホテル浦和 4階 

 ・会費 1名 15,000円  

8. 国際ロータリーより、ロータリーレートのお知ら

せが届きました。 

 5月のレートは1弗130円との事です。 

9. 本日、レターケースにロータリーの友５月号と週

報第36号が入れてあります。 ご確認下さい。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆小宮 勇会報・広報委員長  

 ロータリーの友 5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ＲＣ）、

第2770地区松本 輝夫ガバナー この日を記念しクラ

幹事報告 増渕 明幹事 

委員会報告  

写真上2枚は、RLIパートⅢの修了証とバッチが飯渕昭

二会員に、又、小泉真悟会員にもパートⅠ・Ⅱの修了

証が地区より届きました。下の写真はフンさんへ奨学金

授与です。 
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 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。 

 

◆橋本かほる米山・財団委員会理事 

 本日は、杉田政男会員に

1,000ドルのご寄付と米山に

25,000円の寄付をして頂き

ました。斎藤公司会員に

も、財団に250ドルのご寄付

をして頂きました。有難う

ございます。5月はロータリーレートが1ドル130円に

なってしまいました。宜しくお願い致します。 

 

◆飯渕昭二ワイン同好会会長 

皆さんこんにちは。本日

は、「ワ イ ン 同 好 会」と

「アウトドア同好会」のご

案内をさせて頂きます。来

る6月4日(土)PM3:00～ 会

費は1名6,000円程度とさせ

て頂きます。会場は私の自宅にてワイン会とバーベ

キュー大会を行います。他所のクラブのメンバーも何

人か見えますので、皆さんもどうぞ奮ってご参加をお

願い致します。 

 
 

◎奥津雅史会長挨拶 

 只今から次年度に向けての「クラブ協議会」と云う

事ですが、しっかりとご審議をお願い致します。只し

未だ奥津年度も続いていますので、こちらの方も宜し

くお願い致します。 

 

◎加藤哲男会長エレクト挨拶 

 いよいよ次年度に向けて

の奉仕部門のクラブ協議と

なりますが、いろいろなご

意見が出るかと思います

が、次年度ＲＩテーマ「イ

マジン ロータリー」に尽

きると思います。ご審議を宜しくお願い致します。 

 IWATSUKI-EAST ROTARY CLUB WEEKLY REPORT 

本日のテーマ 次年度クラブ協議会② 

 
 

 

■ 阿津澤 清会員 ご結婚記念 

 

■ 杉田 政男会員 お誕生祝い 

■ 小宮  勇会員   〃 

 

 

 
 

 

 

５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‥‥。 
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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 
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※今回もクラブ協議会の内容は割愛させて頂きます。 

 
 

奥津 雅史  皆さん、ＧＷは如何お過ごしでした

か。私はゴルフ三昧でした! (^^♪ 

増渕  明  本日もクラブ協議会、宜しくお願いし

ます。 

小宮  勇  79歳になりましたが、変わりません。

毎日です。 

加藤 哲男  本日は、次年度に向けて奉仕プロジェ

クト各部門での協議会です。宜しくお

願いします。 

杉田 政男  94歳になりました。(S3.5.10生まれで

す)天・地・人に感謝をして居ります。 

飯淵 昭二  伊東のショップ、オープンしました。 

菊池 和彦  本日は、次年度クラブ協議会の後半で

す。宜しくお願い致します。 

阿津澤 清  ウクライナの状況はひどいですね。ロ

シアの戦勝記念日は驚異ですね。 

斎藤 公司  フンちゃんコーヒー美味しかったで

す。 

遠藤 光治  アメリカ大リーガー大谷翔平選手、す

ごいことを成し遂げました。 

飛田美佐子  爽やかな五月晴れですね。今年は梅雨

が早くきそうです。 

京野 新悟  クラブ協議会、宜しくお願い致しま

す。 

小泉 真悟  本日は快晴、いよいよ暑くなってきま

したね。 

山崎 和雄   丹野 寿明   加藤 和正 

橋本かほる    

   

ニコニコBOX金額報告  

5/10合計 ３２，０００円 

今年度累計 ５９４，８１３円 

ニコニコＢＯＸ・出席報告 

例会日 総数 出席 (Zm) 
合計    欠席 Ｍｕ 出席率 

5/10 
免除3名 

24 
(3) 

17 + (0) 
(2) 4 1 85.71% 

4/19修正 

免除3名 
24 
(3) 

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

出席報告 (Zoom出席)  

奉仕プロジェクトの纏めの発

表の菊池和彦会員・青少年

奉仕委員会纏めの山崎和雄

会員・財団・米山の纏めの飛

田美佐子会員です。 


