
 

  

 
 

皆様、こんにちは。 

 近頃は悲しい事件が相次いで起きていま

すが明るいニュースも沢山あります。 

メジャーリーグの大谷翔平選手の活躍が目

覚ましいですね。まさに100年に1人の逸材

として新たなパイオニアとして今後の活躍

に期待が膨らむばかりです。 

そしてゴルフ界でもメジャーチャンピオン

の松山英樹選手を始めアメリカ女子ツアー

の 4選手、更には日本女子ツアーも益々華やかさを増して目が離せません

ね。しかしゴルフの難しさと怖さを伺い知る事がありました。今シーズン

8 戦して 4 勝と絶対的な強さを見せていた西郷真央選手が 2 週連続で予選

落ちするという、これはもう事件でした。本来ならば有り得ない事が起こ

るのがゴルフです。それは例えばボーリング。300 点近い数字を出せる選手

がゲームの半分ガーターを出すなんて考えられませんし有り得ません。テ

ニスでもコートはおろか、観客席に何度も打ち込むなんて起こらないと思

います。しかしゴルフというゲームではそれが起こり得るのです。空振り

やあろうことか斜め 45度に飛ぶ事さえあります。大きく歯車が狂うと自分

で何をしているのかまったく分からなくなる。それがゴルフというゲーム

の面白さであり怖さなのです。そしてゴルフには際限がありません。ボー

リングなら 300 点が満点です。 

それ以上は出せません。テニスも 6-0、相手に 1 ポイントも与えなければ完

全制覇です。しかしゴルフの公式スコアでは 55がこれまでの最小スコアで

す。これ以下のスコアを世界中の誰一人として出した事がないのです。18

ホール全てバーディーを取るとスコアは 54になります。私の会社の名前も

ここに由来しています。もし仮に 54 が出たら次は 53、なんなら 52 と夢は

膨らむばかりです。あり得ない話ですがゴリラばりのパワーがあれば全

ホールでホールインワンを達成して 18というのがゴールなのでしょうが、

そんな事は漫画でも書けないと思います。皆様もそれぞれの限界へ挑戦な

がらゴルフを楽しんでください。 

話は変わりまして先週の土曜日にフンちゃんと一緒に米山のバス旅行

に行って参りました。 

三島大社、米山梅吉記念館、そして御殿場高原ビールガーデンと静岡県へ

の日帰り旅行でした。この旅行で私自身２つの良い事がありました。１つ

目はもちろんフンちゃんもそうですが米山の優秀な学生たちと普段出来

ない深いお話をする事が出来ました。もっぱら彼女たちの関心ごとは就職

や将来への希望と不安でした。ある留学生は YouTubeを開設したそうです。

3 回ほど配信したのですが 20 人の友達から『つまらない』と言われてやめ

てしまったと言うのです。一般論で『何かをやりたい人 1万人、実際に始
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 める人 100 人、やり続ける人 1人』というデータがあり

ます。思うに彼女は始めたのですから100人に 1人の人

間になったのです。それはとても素晴らしい事です。聞

けば『面白かったよ』といってくれる友達も居たそうで

す。ここは是非勇気を振り絞って YouTube を再開して 1

万人に1人の人間になってください、とエールを送りま

した。このような貴重な意見交換が出来た事が１つ目

の良かった事です。そして２つ目の良い事は地区の他

クラブの方々との交流です。私は以前に別会の会長を 3

年間やりました。それまでは自クラブで楽しく活動し

ていたのですが地区に出る事で 1 年間に約 100 人の知

り合いが出来ました。これは何らかの相談事が出来る

程度の知り合いです。これは本当に得難い貴重な体験

でした。ロータリーの目的にある『知り合いを広める事

で奉仕の機会とすること』ここでの奉仕の機会とは即

ち、自社の事業領域を広めなさいと解釈しています。こ

れこそが職業奉仕であり機会だと思うのです。是非皆

様も地区に出て委員を経験して知り合いを広めてくだ

さい。 

我がクラブでは飯渕会員が地区委員を担って生き生き

と多方面で大活躍をしています。皆様も機会を見つけ

て地区に出る意義を感じてください。 

そして最後に今年度の最終例会ですが大宮北東さん

と合同での最終例会を進めています。お互いに会員減

少の中、先々を見越して最初の礎となるべく合同例会

を企画したのです。北東さんには森田パストガバナー

も居られますし、これまでとは違った最終例会を味わ

えると前向きに考えております。そして更に三枝ガバ

ナー補佐もご参加の意向を示してくだされています。

これも皆様のロータリー活動への広がりとなれば私も

嬉しく思います。その為の色々な調整等があるかとも

思いますが、是非とも実現したいので皆様のご協力を

宜しくお願い致します。 

 さて、本日は遠藤 SAA の卓話、そして木村さんの入会

式がこの後行われます。 

新しい仲間が新しい風を運んでくれる事を期待して皆

様と共に過ごして参りたいと思います。それでは本日

も 1日、宜しくお願い致します。 
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1. 地区より、｢次年度の

各部門セミナー』の

案内が届きました。 

2. 岩 槻ゴ ルフ連 盟よ

り、｢市民ゴルフの組

合せ表」が届きまし

た。各自にお渡しい

たします。 

3. 第4Ｇ三枝和男ガバナー補佐より「ＩＭ実行委員会

の議事録」が届きました。又、第９回ＩＭ実行委

員会の予定が届きました。   

 ・日時 6/28(火) 1８:00 ・会場未定です。  

4. 本日、レターケースに週報第37号とロータリー手

帳が入れてあります。 ご確認下さい。  

 

   

 
 

◆飯渕昭二増強理事一言…  

 待ちに待った入会式で

す。小泉真悟会員依頼の3年

目位に久し振りの待ちに

待ったことです。又、ワイ

ン会等同好会もございます

ので、こちらの方への入会

もお待ちしております。 

 

◆奥津雅史奥津雅史会長一言…  

 木村さん、ようこそ我がクラブへおめでとうござい

ます。飯渕会員より同好会の話もございましたが、

けっして無理の無い様にお付き合い頂ければと思いま

す。 

兎に角、ロータリーを楽しんで下さい。  

 

 

◆山崎和雄副会長より木村献様のご紹介 

我がクラブには、西原さ

んがお亡くなりになって以

来、会員には法律関係の会

員はおりませんので、入会

の為にお誘いしてみよう

か…と、思い切って木村さ

んの事務所へ直接お伺い致しました。御入会頂ける事

になり、大変喜んでおります。末永いお付き合いの程

をお願い致します。 

 

 

 

 

 

幹事報告 京野新悟クラブ管理運営理事 

新会員入会式  
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◆木村 献 会員 

〔プロフィール〕 

・木村 献 

（きむら けん） 

・岩槻生まれ 

・埼玉大学教育学部卒業 

・岩槻市役所入庁 

・平成17年4月 市町村合併によりさいたま市勤務 

・平成23年3月 大宮法科大学院大学夜間部 修了 

・平成23年10月 さいたま市役所を退職 

・平成23年11月 司法修習（収集地：さいたま市） 

・平成24年12月 弁護士登録 

・平成25年1月 日本司法支援センター（法テラ

ス）で勤務（山形・福島） 

・平成29年1月 日本司法支援センターを退職 

 岩槻総合法律事務所を開所 

〔ご挨拶〕 

 この度、岩槻東ロータリークラブへ入会させて頂き

ました弁護士の木村献と申します。父の実家は市役所

の近くの木村文房具店です。私は岩槻生まれで岩槻育

ちです。 

縁あって、岩槻市役所に努めておりましたが、市町村

合併などが有り、さいたま市へ転勤になりました。通

うのも遠くなり、このまま市役所に居ても自分には手

に職も何も無く、考えた結果、大宮法科大学院大学夜

間部に入学し、修了し司法修習し、日本司法支援セン

ター(法テラス)で、山形・福島に勤務致しました。そ

の時に機会があったら、奉仕団体のロータリークラブ

と云う会に入会すると良いと勧められました。 

たまたま、平成29年1月に岩槻総合法律事務所を開設

し、当初は仕事もあまり忙しくなかったところ、今で

は職員も増員し結構忙しく仕事をさせて頂いておりま

す。医療事件以外はいかなることにも対応していけま

すので、何かありましたらお声掛け頂ければ…と思い

ます。細かいところは、お手元のご紹介資料にも掲載

してありますので、ご覧いただければ、と思います。 

今後共、末永く宜しくお願い致します。 

 

奥津雅史会長より、ロータリーグッズの贈呈並びに、

小泉真悟会員より、花束贈呈を致しました。 
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委員会報告  

  

 

 

 

 

◆橋本かほる米山・財団担当理事 

 本日は、円安で高額にも

拘らず大勢の皆さんからご

寄付をして頂きました。先

週は斎藤公司会員、加藤和

正会員から、又阿津澤清会

員からも財団・米山へのご

寄付をして頂きました。加藤哲男会員にも頂きまし

た。有難うございます。 

 

◆京野新悟クラブ管理運営理事 

 来週のゴルフのご案内、 

千葉CCの川間コースにて開

催致します。又、終了後は

「カ ラ オ ケ 館・岩 槻 府 内

店」に て、6:00 ～ ９:00 位

迄、カラオケ例会を行いま

す。 

 

 

 

 
 

◆遠藤光治 ＳＡＡ(会場監督）卓話  

 「ロータリーの友にガイ

の散策」という掲載があり

ましたので、その中から抜

粋して話させて頂きます。

この話は、122年位前の出来

事でロータリーの原点だと

思います、また、現在のロータリーの考え方を言って

いるのだと思いました。令和3年7月号からでは、ロー

タリーの誕生とその成長について、から話します。

「20世紀初頭アメリカシカゴでは著しい社会発展の陰

で商業道徳が乱れていました。そこで、青年弁護士

ポールハリスは友人3人と語らい互いに信頼できる公

正な取引ができ仕事上の付き合いから親友関係までに

発展していくような、仲間を増やしたい、という趣旨

でロータリークラブという会合を考えました。」ロー

タリーとは各自の事務所を持ち回りで例会を開くこと

から名付けられたものです。 

 それでは、日本のロータリーの誕生は1920年（大正

９年）10月20日に東京ロータリークラブが創設され翌

年1921年4月1日、世界で855番目のクラブとしてRIに

加盟が承認されました。その後、第2次世界大戦の波に

洗われて、1940年に国際ロータリーから脱退しました。 

そして、戦後の9年後1949年3月になって再び復帰加盟

しました。現在、日本では2021年10月の発表で、クラ

ブ数は2,223、会員数84,808人となっています。 

 それでは、世界ではどうかと言いますと、昨年11月

17日国際ロータリー公式発表ではクラブ数36,994、会

員数1,201,654人となっています。 

 それでは、ガイ・ガンディカーと日本について話し

てみます。ガイは1873年から1960年にアメリカ・フィ

ラデルフィア・ロータリークラブに所属していて

1923－24年度RI会長を、務め同クラブをルーツにした

クラブが50以上出来ました。また、1923年（大正12

年）9月関東大震災に際しては、ガイ会長の見舞いの

電報と共にRIから2万5,000ドル、さらに世界中のロー

タリークラブから多額の義援金が送られてきました。

この頃、日本はロータリークラブが出来たばかりで、

東京RC（1920年創立）と大阪RC（1922年創立）の２つ

しかありませんでした。当時のロータリアンは驚きと

感謝の気持ちでいっぱいだったことでしょう。 

 東京RCは、それを罹災者救護、小学校再建、孤児院

の新築寄贈（ロータリーホーム）などに使いました。

1925年には東京RCは感謝報恩の気持ちを込めて、アメ

リカで起きた竜巻被害者に2万5,000ドルの援助金を

クラブ恒例の 『笑顔で挨拶』 風景。 

奥津雅史会長から木村献

会員に、ロータリーグッズ

の贈呈と、ロータリーバッ

チの贈呈を行いました。 

木村さん、御入会おめでと

うございます。これからロー

タリーを楽しみましょう！ 

 IWATSUKI-EAST ROTARY CLUB WEEKLY REPORT 

本日のテーマ SAA卓話 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 



 

5 

 送っています。こうしたことで、日本のロータリー拡

大にも弾みがつきました。1924年以降、神戸、名古

屋、京都、横浜、ソウル、にもクラブが出来、28年に

は7つのクラブで第70区を形成され、その後、満州の

大連や奉天にもクラブが出来1929年に京都で最初の地

区大会が開催されています。1930年、ガイ・ガンディ

カーは夫妻で来日しています。 

 ロータリーの友8月号、9月号ではガイが活躍してい

た122年前のロータリークラブの構成と目的をこう

言っています。 

 ロータリークラブは、異なった事業または専門職務

から選ばれた者を以て構成され目的を達成するために

組織されたものである。 

第1 会員一人一人の向上 

第2 会員の事業の向上 

第3 会員の同業者・業界全体の向上 

第4 会員の家庭、町、県、国、並びに社会全体の向

上と言っています。 

10月号では「誇りあるロータリアンは職種・業界を代

表する職業人として、自らあらゆる日常業務の中で

ロータリーの原則を実践せよ」11月号では、ロータ

リーの活動について 

１，個人としての活動 

２，ロータリークラブにおける活動 

３，同業者の団体における活動 

４，公共的かつ善意的奉仕 

あらゆる場面や状況において奉仕に徹する使命があ

る、という事になるのではないでしょうか。 

 12月号では、ロータリーの奉仕の哲学とは、 

自分自身、業界、そして社会全体を向上させる運動で

あり、責務であって使命とも言っています。 

 令和4年1月号ではロータリーの親睦について 

ロータリアンが親睦を育む為の主な場所は例会場と出

会い集う場の全ての各種会合があります。 

 親睦は必要で重要だが、目的ではない。といっていま

す、親睦を作り出すものとして、次を掲げています。 

 １，心のこもった握手 

 ２，名字（姓）でなく、名前で呼び合う（親しみ） 

 ３，歌の合唱を行う 

 ４，その人らしいユーモアに富む言動 

 ５，会員間の思いやり、親切な行為 

 ６，会長、会員、お客様などに対する礼儀正しさ 

 ７，成熟した実業家たるロータリアンにふさわしい

振る舞い 

 ８，意見は言っても他人の悪口や陰口は決して言わ

ない事 

以上のことをまずは実行しましょう。 

2月号では、ロータリアンの利益について人としての

成長は、必ず顔に現れる、という言葉の如く、素晴ら

しい真のロータリアンの顔になっていくのだ、と云っ

ています。もう一つ、「人生を豊かにしてくれるとい

うこと」 

3月号ではクラブリーダーとクラブ運営について 

 クラブリーダーの責務とは「会員一人一人の向上」

をもたらすクラブ運営です。 

 ロータリアンは、誰しもが忙しい中、時間をやりく

りして例会に出席します、それは、食事のためではな

く、例会に身を置きたいと思う何かがあるからです。

だからこそ、会長には、その何かを提供している、と

ゆう認識と自負が必要です。では、その何かとは、仲

間との交友、例会プログラム、心洗われる会長スピー

チ、の三つでしょうか。 

クラブの活性化をもたらす為にも会長にとっても最大

の武器なのではないでしょうか。 

 4月号ではロータリーの例会について 

ロータリアンは全ての例会へ出席する義務を負う事、

言い換えれば、例会に価値や魅力がないと欠席者が多

くなり、やがてクラブは衰退し、社会の発展にも貢献

出来なくなるという事です。 

 5月号では会長就任に当たりでは、ガイ・ガンディ

カーの著書で「ロータリー通解」を読んで、素晴らし

い真のロータリアンに成長したクラブ会員が、事業、

業界、そして社会の向上に貢献する義務である、とい

う考え方。 

もう一つは、例会は親睦を育む場で学びを深める場で

あり、それらが一体で充実していれば、栄養に満ちた

土壌となり、ロータリーという苗木が立派に成長して

いく、という考え方です。 

奉仕の意欲を高め、親睦と学びに満ちたクラブ運営こ

そが会長の責務であると言っています。 

122年前頃と言いますと今、話題の大リーガーの大谷

翔平選手が野球の神様ベーブルースと同じ事を成し遂

げたこと103年前大リーグの聖地での出来事で有りま

す。 
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奥津 雅史  木村様、ようこそ我がクラブへ! 

 入会誠におめでとうございます。  

 そして遠藤ＳＡＡ本日の卓話宜しくお

願い致します。 

木村  献  入会しました。宜しくお願いします。 

山崎 和雄  木村さん、入会おめでとうございま

す。長い付合いできます様に、宜し

く。 

菊池 和彦  遠藤ＳＡＡ、本日の卓話楽しみにして

います。 

杉田 政男  新会員、木村様お祝申し上げます。 

 今年は入梅が早そうです。 

加藤 哲男  木村新会員、大歓迎です。ご活躍を応

援します。 

斎藤 公司  木村献様、入会、心から歓迎します。

ロータリーを楽しく過ごしましょう。 

遠藤 光治  本日は、卓話させて頂きます。 

丹野 寿明  木村会員、入会おめでとうございます。

遠藤会員、卓話有難うございます。 

加藤 和正  ロータリークラブへ木村献様、ご入会

おめでとう。 

小宮  勇  木村献様、御入会おめでとうございま

す。これからおおいに楽しみましょう! 

阿津澤 清  天気が優れないです。体調に気を付け

て下さい。運動不足です。 

清水 常三  遠藤光治さん、卓話楽しみにしていま

す。 

山形 照之  木村献さん、入会おめでとう。 

飛田美佐子  木村さん、ようこそ。今日の親子丼ボ

リューム満点!! 

中里  仁  長期、休みまして。 

橋本かほる  中里さん、お帰りなさい。 

京野 新悟・小泉 真悟  

 木村献様、御入会おめでとうございま

す。 

萩原 満久   飯渕 昭二    

ニコニコBOX金額報告  

5/17合計 ２５，０００円 

今年度累計 ６１９，８１３円 

ニコニコＢＯＸ・出席報告 

本日、オンライン参加の 

萩原秀咲会員と水戸 恵会員  

例会日 総数 出席 (Zm) 
合計    欠席 Ｍｕ 出席率 

5/17 
免除3名 

25 
(3) 

23 + (2) 
(2) 1 0 95.45% 

4/26修正 

免除3名 
24 
(3) 

21 + (1) 
(2) 2 2 85.71% 

出席報告 (Zoom出席)  

写真中央は、病気休養中の中里 仁会員が回復して久々

に例会に出席致しました。元気になって良かった 

                     お知らせ…!! 

アウトドア同好会とワイン会合同により、

来る6月4日（土） PM3:00～ 加倉（飯

渕昭二P会長宅）にて、バーベキュー＆

ワイン会を行います。会費1名6,000円

当日徴収。奮ってご参加下さい。 


