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通算第２７５７例会

第 59 代会長 田中芳明



本日は、大宮西 RC 福田和子会長、押野一郎
幹事、お忙しいなか岩槻
RC の例会にご出席頂

き有難うございます。

入会年度の浅い会員の方がいらっしゃいます
ので、大宮西
 RC のご紹介を少し致します。
岩槻ロータリークラブと同じ大宮 RC を親クラブとしていま
す。岩槻 RC
より 2 か月ほど早く承認されました兄弟 RC とな
ります。現在は
 115 名のメンバーで活動されている非常に大
きなクラブです。
通年、12
月の第 2 例会はクリスマス例会を開催していま
した。親睦も深まる、非常に楽しい家族例会です。しかし、

このコロナ禍の中で 1 ヶ月の間に新年例会と 2 回もお酒の入

る親睦系の例会を行うことは世の中の風潮、
流れとあまりに
もかけ離れていると考え、私の判断で違う例会にさせて頂き
ました。親睦のお楽しみは 1 月 6 日、新年例会までお待ちい
ただければと思います。
さて、いま日本では非常に地震が増えています。和歌山県、
山梨県で震度 5 弱の地震が起き、現在、鹿児島県の南に位置
するトカラ列島では震度 1 以上の体に感じる地震がここ何
日間で 200 回以上も発生しています。目を移すと少し前に阿
蘇山の噴火、ジャワ島での噴火です。地球単位で地殻の動き
が活発化していることは間違いありません。よく「地震・雷・
火事・おやじ」と言いますが、地震以外はある程度予測し、
行動ができると思います。地震だけはいつ、どこで起こるか
全く予想がつかない災害です。私は非常に怖いし、起こると
冷静さを失ってしまいます。3.11 の東日本大震災の後は皆
様の防災意識が向上したと思います。あの驚く地震から 10
年以上たち記憶が薄れていっていると思いますが、あの時の
ことを思い出して防災に対する準備を行い続けることをお
考えいただければと思います。
少し暗い話になってしまったので、明るいニュースとして
「ＺＯＺＯ」の創業者である前澤友作氏が 8 日にロシアのソ
ユーズで宇宙へ旅立たれました。12 日間、宇宙に滞在され
ます。まだ、私よりも 2 歳若い 46 歳です。非常にうらやま
しい限りです。
私はまだ行ったことがない土地に行くのが大好きです。近
い将来、宇宙に行くことが身近になれば、私も是非、少しで
良いので宇宙空間に行ってみたいと考えています。

◆次回の例会◆
又

令和 3 年 12 月 16 日（木）

幹事報告

令和３年１２月９日
幹事 小田光司

1. 2021 年 12 月のロータリーレートは、1 ド
ル＝114 円となります。
2. 2021～2022 年度オンライン RLI パートⅢ
開催のご案内が届いております。
2022 年 1 月 29 日（土）
9：00 受付開始 9：30 開会式 17：15 閉会式
3. 公益社団法人さいたま観光国際協会から 2022 年（令
和 4 年）新年賀詞交歓会開催中止のお知らせが届いて
おります。
4. さいたま観光国際協会から、会員特典制度について
（お願い）と「さいたま推奨土産品」推奨期間の再延長
及び新規登録についての協力依頼が届いております。
5. 岩槻東ロータリークラブから 12 月の例会予定表、大
宮東ロータリークラブより週報が届いております。

お客様紹介
さいたま市岩槻消防署
署長 小山 裕一 様
管理指導係
係長 齋藤 浩二 様
日頃から防火安全対策について十分に配慮して頂いている
ところですが、改めて各事業所の従業員の皆様に「出火原因
を踏まえた予防策」について周知していただき、防火安全体
制の徹底に努めていただきますようお願いいたします。

大宮西ロータリークラブ
会長 福田 和子 様
幹事 押野 一郎 様

「人の価値はどんなに財産を残したかではなく、いかに友人
を残したかである。
」
（ボビー・ジョーンズ）ロータリーも同
じです。お互いにロータリーを楽しんでいきましょう！

クラブ年次総会

点鐘：18：00

会場：ふな

2021～22 年度 「 上半期を振り返って 」
会長 田中芳明
本日は会長として「半年を振り返って」ということでお
話をさせていただきたいと思います。7 月 1 日(木)にスター
トしました。もちろん第 4 グループで一番早いスタートで
す。三枝ガバナー補佐にご出席頂き、緊張の中でスタート
しました。荒井会員に会長としての初めての例会でご入会
いただいたことはよく覚えています。まだ現在ほどコロナ
の情勢が落ち着いていなかった為、常に頭の中はコロナに
対しての対応をシュミレーションし、幹事と相談しながら 7
月の例会を進めていったことはよく覚えています。8 月 2 日
になると埼玉県に緊急事態宣言が出されました。冷静に考
え、岩槻 RC メンバーとしては、まだワクチン接種が普及し
ていなく、日々の感染者数の増加が非常に多かったため休
会措置を 8 月 5 日より取らせていただきました。ようやく
まともに納涼例会として親睦系の例会ができると考えてい
たため非常に残念でしたが、落ち込んでばかりもいられな
くロータリークラブは活動していることを会員の皆様に知
って頂くために本来なら例会が行われる日には会長挨拶・
幹事報告を発信することを行いました。9 月の第 2 例会まで
休会としましたが、その間にとにかくオンラインでも会員
の方に快適にご出席頂けるように機材・例会場の環境を整
えることを進めて参りました。小林会場・出席委員長のご
尽力により格段にハイブリッド環境が整ったため緊急事態
宣言中であった 9 月第 3 例会、公式訪問準備例会を行うこ
とができたことは非常に喜ばしいことでした。10 月になり
緊急事態宣言も解除になり公式訪問例会をリアルで松本ガ
バナーにご出席頂きました。オンライン環境は整いました
が、やはりロータリーにおいては直接会いお話しすること
の楽しさを痛感しました。11 月になり約 2 年間行っていな
かった新会員歓迎例会を行うことができ、新会員・今まで
のメンバーの親睦を深める良い機会になりオンラインでは
なかなかできない意思の疎通が一層スムーズに行えるよう
になったと感じています。
現在、会長職をお預かりして半年間、仕事中も食事中も
趣味に没頭している時間でさえ常に頭のどこかにロータリ
ー活動のことがあります。今まで委員長・部門委員長・幹
事と色々な役職を経験させてもらいましたが、こればかり
は会長職をお預かりしないと経験できないことだと思いま
す。もしかしたら会長職というのはロータリー活動をより
一層好きになるための準備期間なのかもしれないと感じて
います。残りの会長職をお預かりする期間は半年間、より
一層努力してまいります。会員皆様の御協力、よろしくお
願いいたします。

幹事 小田光司
7 月から田中年度が始まりまして、もう半期が終わろうと
しています。昨年度から引き続きコロナウイルスの影響が
強く、頭を悩ませる状況でのスタートとなりました。
ZOOM 併用のハイブリッドで例会を開催するとは言え、実際
に顔を合わせない例会では意気が上がらないことが予想さ
れ、どのようにして会員達の気持ちをロータリーに繋ぎ止
めて行くか頭を抱えていました。
今でこそコロナウイルス感染者数が落ち着いています
が、7 月、8 月、9 月の初めくらいまではとても油断できな
い状況でした。日々ニュースで流れる感染者数を睨み、ワ
クチンの接種率を鑑み、クラブ活動の方向性を会長と毎日
思案しました。どのようにすれば安心・安全な例会を開催

リモート出席でのスマイル送金

することができるのか色々な情報に振り回されながら答え
を探し続けました。
10 月の頭に公式訪問例会があり、ZOOM にするか、対面で
開催するかギリギリまで思案しましたが、幸運にも感染者数
が減ってきて、対面での公式訪問例会を開催する事ができま
した。改めて普通に例会ができることの喜びを感じました。
その後の例会では、更なる感染者数の減少により攻めの方
向に舵を切りました。少しずつ例会後の懇親会を行ったり、
例会時にはふな又に足を運んでもらえるような雰囲気づく
りを心掛けました。とはいえ悪い意味でコロナ慣れしてしま
うと会員の健康に悪影響を及ぼすことになってしまうので、
十分に注意を払い感染しないしつらえを試行錯誤しました。
正解が解らない課題に取り組むことの難しさを痛感しなが
らも、機材の購入で賄えることは早急に対処し、口うるさく
会員に注意を呼びかけ、本当に嫌な役目だと思いました。
これからもコロナに振り回される日々は続くと思いますが、
必要以上に怖がらずに、甘く考えずに淡々と検温・マスク・
消毒を続けて行くしかないかと思います。
コロナの話ばかりで暗くなりましたが、そんな中で 2 人の
新会員を迎え入れることができたことは、本当に明るい話題
だと思います。また部会活動も始まりそうな感じなのでロー
タリー活動の楽しみもまた感じられるようになってくると
思います。
コロナにやられっぱなしで経済の明るい見通しもまだ立
たない状況の上半期で
はありましたが、新た
にロータリー活動を創
造する機会と捉えて、
下半期も会長と共に頑
張って乗り切りたいと
思います。

スマイルＢＯＸより
ビジター
大宮西ＲＣ会長 福田和子 様
「本日はよろしくお願いします。」
大宮西ＲＣ幹事 押野一郎 様
「本日は宜しくお願い申し上げます。」
メンバー（50 音順）
荒井 治 本日もよろしくお願いします。
小田光司 福田会長、押野幹事、ようこそ！
小林佑次 よろしくお願いします。
鈴木真樹 福田会長、押野幹事、本日はようこそ岩槻へ。
田中芳明 大宮西ＲＣ福田会長、押野幹事、本日は例会ご
出席ありがとうございます。
原田晃博 本日もよろしくお願い致します。大宮西ＲＣ福田
会長、押野幹事、ようこそ！！
三浦宣之 よろしくお願いします。

スマイル報告
本日のスマイル合計
年間累計額

18,000 円
319,000 円

出 席 報 告
会員数
30

埼玉りそな銀行岩槻支店

出席数
9

免除者
2

ＭＵ
3

出席率
46.67％

(普)1445466 岩槻ロータリークラブ

発行：会報・広報委員会 委員長 増岡昌行 副委員長 内藤 明 委員 菊地廣 中村 正 田畑寛樹 岡野育広

