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点   鐘   会長  小倉 光夫 
ソ ン グ   それでこそロータリー 

会長挨拶  会長  小倉 光夫 
幹事報告  幹事  石田 英世 
プログラム  クラブ協議会 
 
 
 

  吉原 久男 会員 
  4 月 11 日 72 才になりました。 

まだ元気にしています。 
髙山 義則 会員 
4 月 28 日誕生日です。満 77 才になりま 
した。4月 11 日に金婚式を迎える事が出 
来ます。ニコニコです。 
高野 祐二 会員 
誕生日祝いありがとうございます。 
小髙  徹  会員 
3月24日、親睦ゴルフ大会に於いてOUT43、 
IN42 で優勝いたしました。ゴルフ場に恵 
まれ、お天気にも恵まれ、ニコニコです。 
ありがとうございました。 
大越 将司 会員 
3月 26日に年度最後の子ども食堂を無事 
終了致しました。ご支援ご協力、ありが 
とうございました。 
今年度も宜しくお願い致します。 

 
 
 
 
 

                        小倉 光夫 会⾧ 
皆さんこんにちは。 
本日より通常例会となります。まだまだ制限等
はございますが、一歩ずつ再開していきたいと
思います。 
 
未だにロシアとウクライナの情勢でニュース
は独占されておりますが、私が先日見たニュー

スを皆さんもご存じかと思いますが、知らない方もいらっしゃるのでは？と
思い、少しでも伝えられればと思います。 
そのニュースというのはスリランカに関するものです。 
題名は「スリランカで緊急事態宣言」というものでした。またコロナの感染
爆発なのかと思いましたが、対中債務に苦しむスリランカでは発電用の燃料
不足で１３時間の停電や医療品不足等の物資不足が深刻となっており、それ
に不満をもった市民が官邸襲撃まで行ったとの事で、デモ封鎖のために SNS
も遮断されたという事です。 
ロシア・ウクライナの戦争から経済危機・食料危機と繋がっているように思
えてしまいます。スリランカへの支援を今年も継続していくところでありま
すが、早く事態が収束し、これにより支援の輪が狭まる事の無いようにした
いものです。 
本日の卓話は四之宮会員の浦和北東 RC に向けて行った「スリランカへのコ
スモス奨学金について」です。 
スリランカの支援について学びましょう。 

 
 

 
〈3 月 
佐久間猛会員 S26（1951）3.26 
高野祐二会員 S43（1968）3.27 
大塚和良会員 S30（1955）3.26 
 
〈4 月 
吉原久男会員 S25（1950）4.11 
髙山義則会員 S20（1945）4.28 
おめでとうございます。 
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会長挨拶 

3 月・４月 誕生祝い 



 

 
①子ども食堂の支援について（大越会員） 
開 催 日 ５月２２日（日）  
配布時間 11：00～13：30   
支援金 30,000 円 食材など協力のお願い  
 
②ウクライナ支援について 
4/6（水）5 万送金済み 
 
③トンガ王国 海底火山噴火による災害支
援について 4/6（水）5 万送金済み 
 
④ ３ＲＣ親睦ゴルフコンペについて 
 

＊セミナー会議及び今後の行事予定＊ 
 

◖2022 学年度ロータリー米山記念奨学金  
カウンセラー・米山奨学生・指導教員オリエ
ンテーション 
日時：２０２２年４月９日（土）14：3 受付 
場所：三井ガーデンホテル千葉  
TEL 043-224-1131 
登録料：7,000 円  
出席者：佐藤カウンセラー 
登録料・交通費 クラブ負担 
 
◖君津ＲＣ創立５０周年記念式典・祝賀会 
（延期）開催 
日時：２０２２年４月２３日（土） 
会場：かずさアカデミアパークホール メイ
ンホール 
木更津市かずさ鎌足 2-3-9 
TEL：0438-20-5555 
登録開始 12：30 点鐘 13：30 閉会 16：30 
登録料：お 1 人様 15,000 円 送金済 
登録料・交通費 クラブ負担  
【記念祝賀会】 
会場：オークラアカデミアホール 
祝賀会 17：05（ウエルカム演奏 16：50～） 
閉会 18：30 
※式典・祝賀会は同敷地内の会場です。 
出席者：小倉会⾧・石田幹事 
 
◖地区研修・協議会開催（次年度委員） 
日時：２０２２年４月２９日（金・祝） 
登録開始 12：00 点鐘 13：00 
会場：アパホテル＆リゾート東京ベイ幕張 
幕張ホール 
〇会⾧部会 / 〇幹事部会 
〇研修リーダー直轄部会（職業奉仕・ロータ
リー情報・Ｒ研修） 
〇管理運営部会（クラブ奉仕・会員基盤向
上・広報・公共イメージ向上、フェローシッ
プ・親睦活動、ＲＬＩ推進、ＩＣＴ推進） 
〇奉仕部会（社会、国際、青少年奉仕） 
〇青少年部会（インターアクト、ローターア
クト、青少年交換、ＲＹＬＡ） 
〇ロータリー財団部会 / 〇米山記念奨学
会部会 / 8 部会 
参加者名：（敬称略・順不同） 
小髙・髙山・高野・斎藤(幸)・板倉・泉 
石田・清宮(建)・小倉・佐藤 送迎バス有り 

 
◖地区大会記念ゴルフ大会 
日時：２０２２年５月２３日（月） 
会場：東急セブンハンドレッドクラブ 
プレーフィ：22,000 円（税込み） 
ゴルフ場にて各自精算 
登録料：10,000 円 
（登録料の一部はロータリー財団・ポリオプ
ラス・米山記念奨学会へ寄付致します。） 
登録料のみクラブ負担 4/20（水）〆切 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

浦和北東ロータリークラブ、国際奉仕委員会委員⾧ 鈴木寿和様 
国際交流･友好担当委員⾧ 豊田愛祥様よりお礼状が届きました。 
                                   

 
御礼が遅くなりましたが、昨年 11 月 2 日にコスモス奨学会の活動につい

て、鈴木康夫先生から卓話をいただきました。お話を伺い、スリランカへの
援助の必要性を痛感するとともに、コスモス奨学会の立派な取り組みについ
て知識を広めることが出来ました。 
 

四之宮様には、当クラブでの卓話をお願いして以降、終始一貫、真摯なご
協力をいただきました。そのご誠実さには本当に頭の下がる思いがし、後輩
としてロータリアンの活き方の真髄を教えていただけたと思います。 
この度の四之宮様のお話により、広く大きな観点からスリランカへの援助の
意味をご教示いただき、われわれとしても同国への援助活動を継続していこ
うと決意を新たにした次第です。 

四之宮様と貴クラブの皆様のご多幸とご清栄を心から祈念申し上げ、お礼
とさせていただきます。 
                                   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
大越会員より 
 
直ぐ近くの星谷地区に移転しましたので、
お近くにお寄りの際はお茶でも飲んでい
って下さい。 
 

 

 

 

 

2022 学年度ロータリー米山奨学会  
カウンセラー・米山奨学生・指導教員オリエンテー
ション 
 
場所 三井ガーデンホテル千葉 
 
出席者 佐藤カウンセラー・ニルシカさん 

第 7 回理事会報告   四之宮由己会員 埼玉浦和北東 RC 卓話動画 視聴 

かきつばた移転について  

4/9 開催 米山オリエンテーション 


