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会長挨拶 

 

大島 直幸 会長 

先週は親睦旅行、先々週は市民まつりと例会場で

の例会は久しぶりとなります。 

 

◆越谷市民まつり 

市民まつりはコロナ禍の中、例年と異なり交通規制

もなく、会場も 3 か所に分かれての開催でしたので、

始まる前はいつも通りの賑わいがあるのかと心配して

おりましたが、蓋を開けてみれば起震車、スライダー

ともに盛況に終わることができました。 

また、今回は公共イメージ部門発案によるハロウィ

ンを絡めたインスタを使ったポリオ募金、初めての試

みでしたがこれも沢山の来場者に好評を頂き、募金

額も非常に多く集まりました。当日参加頂いた会員の

皆様にはこの場を借りて御礼申し上げます。 

市民まつりの打ち上げでは、小林操会員よりご厚

志を頂戴しておりましたが、当日皆様にお伝えするこ

とができませんでしたので、ここに報告をさせて頂きま

す。 

第 2255回 例会記録   No．14 

令和 4年 11月 2日 

司会： 小宮山 大介   編集： 近藤 慎悟 

 

会次第 

1．点鐘 

2．ロータリーソング  「国家君が代」「奉仕の理想」 

3．四つのテスト 

4．結婚記念・誕生日祝い 

5．お客様紹介 

浪江ロータリークラブ 会長  松原  茂 様 

 副会長 泉田 征慶 様 

幹事 小黒 敬三 様 

友好クラブ担当委員会 委員長 伊藤 公明 様 

副委員長 吉田 政輝 様 

米山記念奨学生  王  学朋 様 

6．会長挨拶 

7．幹事報告 

8．3分間ロータリー情報 

9. お客様挨拶 

10. 委員会報告 

11．会員卓話 

12. 出席報告 

 

 

【次回例会案内】 令和 4年 12月 7日 

結婚記念・誕生日祝い／四つのテスト 

会員卓話  卓話者：川島会員／吉田会員 

 

例会日：毎週水曜日 12：30～13：30                                 会      長 ： 大 島 直 幸 

例会場：越谷市千間台東インペリアルビル 4階                           副  会  長 ： 長 谷 川 真 也 

T E L  048（975）9898                                        幹    事  ： 江 口 公 晴 

F A X  048（977）3741                                        会報委員長 ： 櫻 井 保 彦 

創  立：1976年 5月 11日 
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◆親睦旅行 

親睦旅行は 17名の参加を頂き、宿では久しぶりの

宴会も開けました。リニア見学センターにも立ち寄り、

目の前でその速さも体験しました。職場見学として訪

れた白百合醸造ではスパークリングワインを何本か購

入してきましたので、今年のクリスマス例会にて皆様

にご賞味いただけたらと思っております。 

この旅行に際しても参加できなかった多くの会員の

方よりご厚志を頂きました。有難うございました。 

 

 

幹事報告 

 
江口 公晴 幹事 

・11月のロータリーレートは 148円です。 

・越谷市民まつり実行委員会さんより、市民まつり参

加・協力へのお礼状が届いております。 

・越谷中 RC さんより、11、12 月の例会プログラムが

届いております。 

・11/5の第 8グループ合同事業のチャリティーコンサ

ートは第2例会の例会変更になります。会員の皆さ

んは昼食を取って 12時までにサンシティ小ホール

にお集まりください。ポリオTシャツ着用でお願いし

ます。 

・11/13 の地区大会のご案内はすでにメールボックス

に入れていますが、当日は現地へ直接お越しくだ

さい。 

 

 

 

結婚記念・誕生日祝い 

 

（結婚記念） 

鈴木 英男 会員 ・ 黒田 幸英 会員 

 

（誕生日祝い）  

小林 操 会員 ・ 中村 隆雄 会員 

江口 公晴 会員 ・ 市川 洋和 会員 

 

 

 

 

鈴木 英男 会員 

結婚記念日のお祝いありがとうございます。私は結

婚して 58年になります。子供は女の子 2人でそれぞ

れ結婚しまして、現在 2人ずつ 4人の孫がおります。

上の 2人は社会人ですが、下の 2人はまだ学生でご

ざいます。 

現在女房と二人きりの生活ですが、これからは喧

嘩もしないようにしてできるだけ温泉旅行でも楽しみ

ながら、有意義な日々を楽しめたらと思っております。

本日はありがとうございます。 
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3分間ロータリー情報 

 
新沼 徹 会員 

「根絶へとさらに近づくための改良型ワクチンとポリオ

根絶キャンペーンの重要性について」 

(参考文献：ロータリーの友 10月号より) 

ポリオの発生は、数千年の間、自然界を循環し発

生したウイルスです。これは「野生型ポリオウイルス」と

呼ばれております。この野生型ポリオウイルスは 1988

年、毎日何百人もの子どもがまひとなり、その年のポ

リオ感染者数は 125ヵ国以上で 35万人と推定されま

した。その後、経口ポリオワクチンにより感染者は

99.9%減少し、推定 2,000 万人の子どもたちが麻痺

から救われたといわれています。 

現在、野生型ポリオウイルスはアフガニスタンとパ

キスタンの 2か国に残っております。 

昨今では野生型ポリオウイルスによる感染だけでな

く「変異型のポリオ感染」による感染の拡大が懸念さ

れ、ロータリーと協力団体がポリオ根絶を目指す世界

ポリオ根絶推進活動（GPEI）において、この 20 年間

に発生している変種ポリオウイルスが大きな障害とな

っています。どちらの種類でも、稀にウイルスによって

身体まひが引き起こされポリオの根絶には至っており

ません。 

まず最初に開発されました「経口ポリオワクチン

（OPV）」は、1950 年代後半に医師のアルバート・セ

ービンによって開発され「セービン・ワクチン」と命名さ

れました。安全で安価、投与も簡単で、生きてはいる

が弱毒化したワクチンウイルスが腸内で複製され、強

い腸管免疫を作り出すことから、ポリオ根絶のための

ワクチンとして選ばれるようになりました。 

その開発、接種により感染者は 99.9%減少し、推

定 2,000 万人の子どもたちが麻痺から救われたと言

われています。 

しかし、ワクチン接種を受けた子どもたちは、数週

間にわたって弱ったワクチンウイルスを便の中に排出

致します。不衛生な地域では、弱毒化したウイルスが

拡散し、ワクチン未接種者の免疫反応を刺激します。

しかし、このように弱毒化したウイルスが流通すること

で、免疫力の低い地域でワクチン由来、あるいは変

異型のポリオ感染を誘発する危険性が出て参りまし

た。 

変異種による症例の多くは、自然界で根絶された

2 つの株のうちの一つである 2 型ポリオウイルスが関

与しています。2型変種ポリオウイルスによって麻痺し

た子どもの数は、2016 年の 2 人から 2020 年のピー

ク時には 1,000 人以上に急増し、アフリカを中心とす

る 20 数ヵ国に広がっています。新型コロナの大流行

時に予防接種キャンペーンが 4ヵ月停止し、8,000万

人の子どもが無防備になったことが事態を悪化させま

した。米国疾病対策センターは、「このような状況下

で、さらに感染が拡大する可能性がある」と述べてい

ます。現在、野生型ポリオの患者数は減少傾向にあ

るものの、変異型ポリオの患者数の方が圧倒的に多

くなっています。 

2 型ウイルスだけを含む既存の経口ポリオワクチン

は、ほとんどの変異型ポリオウイルスの発生を食い止

めるのに有効でした。しかし、このワクチンには、免疫

力の低い人たちの間でウイルスが変異し、より毒性の

強い型に戻るというリスクがあります。ゲイツ財団では、

新型の 2型経口ポリオワクチンが早急に必要であると

認識されていました。 

その後、研究者たちは、古い 2 型ワクチンウイルス

のゲノムを一部改変し、腸内で強い免疫を作り出す

能力を維持したまま、遺伝的に安定させることに成功

しました。 
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nOPV2（新型経口ポリオワクチン2型）は、2020年

11 月に WHO からワクチンとして史上初の緊急使用

登録を受けました。このワクチンは 2021年 3月に、ま

ずナイジェリアとﾘﾍﾞﾘｱで使用され、2022 年前半まで

に 20 ヵ国以上で 3 億 7,000 万回以上投与されまし

た。「それは、ほとんどの環境において集団免疫を誘

導し、感染を中断させ、新たな流行の種となるリスクを

はるかに低くすることとなります」。 

しかしながらそれでも、今年 8 月初旬までに、パキ

スタンで 14 例、隣国アフガニスタンで 1 例の野生型

ポリオが確認されました。 

新ワクチンは、それ自体は特効薬ではありません。

その為、予防接種キャンペーンを定期的に実施致し、

対応地域の子どもたちへの予防接種により 90%近く

のカバーを目指し集団免疫を目指し、感染を食い止

めることが重要です。 

11 月 5 日 第 8 グループ合同事業チャリティーコ

ンサートいてポリオの募金活動を行います。宜しくお

願い致します。 

 

お客様挨拶 

 

浪江 RC 会長 松原 茂 様 

 本年度浪江 RCの会長を務めさせて頂いている松

原です。よろしくお願い致します。まずは、コロナ禍で

直接交流できなかった越谷北 RCの皆様と久々にリ

アルでの再会ができたことを喜ばしく思っております。 

 浪江町の現状をお話させて頂きますと、現在再生

は少しずつ進んでおります。ただ、現状1万9,613人

の人口登録があるのですが、町内にはまだ 1,321人

という状況です。 

浪江町につきましては『浪江駅周辺グランドデザイ

ン基本計画』が進んでいまして、これは国立競技場を

作りました隈 研吾（くま けんご）さんが設計しまして、

越境を中心に市街地を再生、東西の自由通路や商

業施設・交流施設・集合住宅など駅を中心に再生す

る計画が進んでいます。こちらは令和8年完成予定と

いうことで新しいコンパクトシティのモデルになると思

っています。 

それから福島県イノベーションコースト構想。こちら

は浜通り地区で新しい産業基盤を作ろうという国家プ

ロジェクトなのですが、産業はロボット・エネルギー環

境・リサイクル・農林水産などです。その拠点となる福

島国際教育機構の誘致が 9月に浪江町ということに

決定しました。時間はかかりますが、今後日本の課題

解決に向けた新しい産業が生まれる、そのような地域

になっていくと思っています。我々浪江ロータリークラ

ブも地域の再生に向けて頑張っていきたいと思いま

す。 

これからメンバーからご挨拶がありますが、実は先

月国際ロータリー第 2530地区のガバナーノミニーデ

ジグネートに当クラブの泉田征慶君が選出されまして、

2025-26年度のガバナー候補者となりました。浪江で

は 2人目ですが、非常に喜ばしいことですのでご報

告させていただきます。 

 

浪江 RC 幹事 小黒 敬三 様 

 皆様こんにちは。幹事の小黒です。今月 10日に越

谷北 RCから 6名の方が浪江 RCに参加して頂ける

とのことでよろしくお願い致します。 
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今のところ浪江町は何もないので、浪江らしさを出

したいという思いから『鮭汁』を用意しております。

元々は鮭があがってきたところなのですが、津波でや

られてしまっているため浪江の鮭ではないのですが

伝統の汁です。鮭の方は新しいプロジェクトが出てい

まして、これから再生に取り組んでいくことになってい

ます。鮭汁楽しみにしていてください。 

 

浪江 RC友好クラブ担当委員会 

委員長 伊藤 公明 様 

皆様こんにちは。友好クラブ担当の伊藤です。私も

今の浪江町をお話しようと思ったのですが、会長と幹

事でお話頂きましたので割愛させて頂きたいと思いま

す。 

コロナのせいでなかなか交流ができなかったので

すが、50周年の時には皆様に登録して頂いて誠に

ありがとうございます。なかなかお礼が言えなかった

のでこの場でお礼とさせて頂きます。来週お待ちして

おりますので宜しくお願い致します。 

 

浪江 RC友好クラブ担当委員会 

副委員長 吉田 政輝 様 

皆様こんにちは。友好クラブ担当の吉田です。私

毎年友好クラブ担当になっていますので、越谷北RC

さんの例会には毎年欠かさず参加させて頂いており

ましたが、コロナ禍のせいでここ 2年はリアルでの参

加はできませんでした。来週は皆様浪江 RCに参加

して頂けるとのことなので、どうぞお気をつけてお越し

ください。 

 
浪江 RC 副会長 泉田 征慶 様 

今年度副会長を務めています泉田です。よろしく

お願い致します。私も友好クラブを経験しておりまし

て、須賀さんからすでに電話いただいて「コロナが落

ち着いたら一緒に講堂で何かやりたいですね」とお

話をしていたところですが、その後コロナも復活してし

まいできないこととなってしまいました。 

 先ほど会長からお話がありましたように、2025-26年

度のガバナーに立候補しまして指名を頂いたところ

でございます。懸念されるのは、浪江 RCは一か所に

まとまっておらず県内・県外で散らばっています。この

状態で地区の活動ができるのか不安なところがござ

います。 

越谷北RCさんには小林操PGもいらっしゃいます

ので是非いろいろご教授頂きながら頑張っていきま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

米山記念奨学生 王 学朋 様 

https://koshigayakita-rc.jp/
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 皆さん、こんにちは。今年度の奨学生オウガクホウ

です。文教大学教育研究科大学院生二年生です。 

23日の市民祭は、体調の都合で参加できません

でした。さっき写真を見て、市民祭はとても面白くて楽

しそうだと思いました。 

先週は急にお腹の右側が痛くなったので急性虫

垂炎だと思ったため、その日は関森さんと一緒に病

院に行って検査を受けました。幸い虫垂炎ではありま

せんでした。 

心配してくれてありがとうございます。私の体はもう

よくなりました。これからも健康に気をつけながら、頑

張ります。 

皆さんもお体に気をつけてください。 

 

委員会報告 

親睦活動委員会 櫻井 保彦 副委員長 

①先週の親睦旅行は楽しく行ってまいりました。ご

参加の皆様ありがとうございました。また、お心づけを

いただいた皆様、ありがとうございました。お土産を買

いましたのでぜひどうぞ。 

②来週の親睦ゴルフ参加の皆様、本日組合せ等

を送信いたしますので、遅刻のないようにお願いいた

します。 

 

青少年奉仕委員会 新沼 徹 委員長 

 先日行われた越谷市民まつりの方で募金活動あり

がとうございました。金額 55,560円集まりました。これ

をポリオ根絶に活用させて頂きます。ありがとうござい

ました。 

 

ロータリー財団委員会 川島 徹 委員長 

 今月は財団月間となっています。沢山の皆様には

ご協力いただいておりますが、まだの方はどうぞご協

力よろしくお願いします。 

 

 

会員卓話 

 
近藤 慎悟 会員 

スライドを使用してロータリーの公共イメージ向上と

越谷市民まつりで行ったことについて語りました。 
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渡辺 裕介 会員 

 今年の初め、1 月 14 日に私の会社の営業所内の

社宅にて火災が発生してしまいました。そして、その

火災大事な従業員を 1人失くしてしまいました。 

 

あらかたの経緯を説明いたしますと、亡くなってし

まったノエル君は前日私と一緒に現場で仕事をして

いて、休憩時間などは「ノエル。やっと 3 年間の技能

実習が終わって子供と奥さんに会えるな」とか「金は

貯まったのかい」や「あともう 2 年会社と延長契約あり

がとうな」など楽しい会話や雑談をしてキリもよかった

ので 16時に業務を終了して、作業車で社宅まで送り 

「明日も一緒だからよろしくね」と伝え、笑顔で解散し

ました。それからほかの従業員の班もぞろぞろ帰って

きて、業務を終了しました。 

いつも通り変わらずの 1 日が終わり、私も帰宅しま

した。家では晩酌をして早めに就寝したのですが、夜

中 3時半くらいに突然電話が鳴り、1回目は音を消し

て鳴りやむまで放置しましたが、2 回目もすぐかかっ

てきて携帯を見ると従業員からでした。電話に出ると

消防団の方が電話口で「社長さんですか?会社で火

災が発生している。今すぐ来てほしい」とのことで、頭

もぼーっとしていましたが会社に向かいました。 

15 分ほどで会社に着いたら、目が覚めるほどの燃

え上がる火とギャラリー、交通規制ほんとに信じられま

せんでした。 

煤まみれになって逃げだした従業員が 2 人。1 人

はガラスを破って、もう1人は2階から裸足でジャンプ

https://koshigayakita-rc.jp/
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して、見るだけで命からがらだったんだなとわかりまし

た。もう 1人は鎮火するまで見当たらなく、1時間半ほ

どで鎮火しました。逸る気持ち、もう 1人を確認したい

気持ちとは真逆に、建物内には入れず、そのまま警

察・消防の実況見分。事情聴取。全てが終わったの

が夕方 18時過ぎでした。最後伝えられたのが 1人、

黒焦げで身元が分からない遺体がある。として、99％

ノエルでしょうとは言われましたが、証明ができないと

して保留とされてしまいました。 

火災に関しては事件性がないことから 1 日で打ち

切り。残されたのは、悲しい気持ち、虚無感。テレビ

でも取り上げられたりして、我々はどうなるんだろう。

そんな気持ちでいっぱいでした。 

しかし、従業員はそんな中業務は業務。悲しい気

持ちを抑えしっかり仕事をしてくれて救われました。 

あっという間に、月日が流れ 7 か月間もの間 DNA

鑑定もできず、ノエル君のお母さんの爪で一致したと

報告が入り 8月 29日やっとお骨にしてお別れするこ

とができました。 

 

営業所も 11 月から建築申請も建築確認も終わり、

新しい社屋として建設することになりました。建設が終

わるのが 12月 20日目安ということで、ほぼほぼ 1年

間の道のりとなってしまいましたが、ここまでやってこ

れたのは、火事になって気持ちが落ちているとき励ま

しのお言葉やお見舞いなどたくさんの友人・仲間・近

隣住民の方が私に会いに来てくれた声をかけてくだ

さった事で救われました。 

 

改めて北ロータリクラブの皆様に厚く感謝申し上げ

ます。本当にありがとうございました。 

これからも友人・仲間・大切にしながら感謝の気持

ちを忘れず、ロータリー頑張っていこうと思います。 

 

 

  

・越谷北RC様、ご無沙汰しておりました。本日はよろ

しくお願い致します。 

浪江ロータリークラブの皆様 

・浪江の皆様いらっしゃいませ。来週は私どもが伺い

ますのでよろしくお願い致します。 

大島 直幸 

・浪江 RC 松原会長、泉田副会長、小黒幹事、伊藤

委員長、吉田副委員長、ようこそいらっしゃいませ。

渡辺会員、近藤会員、卓話よろしくお願い致します。

誕生祝いありがとうございます。 

江口 公晴 

・浪江 RC 松原会長、泉田副会長、小黒幹事、伊藤

委員長、吉田副委員長ようこそ!皆様お元気そうで

何よりです。今後ともどうぞよろしくお願いします。 

中澤 伸浩 

・浪江 RCの皆様、本日はありがとうございます。 

小宮山 大介 大濱 裕広 太田 靖彦 

松井 昭夫 宮﨑 敏博 

・浪江RCの皆さん、お元気ですか。11月 17日福島

RC に卓話に向かいます。ゆっくりお過ごしくださ

い。 

小林 操 

・浪江 RC の皆様しばらくでした。大変な思いでした

が、最近良い方向へ行って良かったと思います。 

青木 清 

・浪江 RC の皆様ようこそ!!近藤会員、渡辺会員、卓

話楽しみにしています。 

 大熊 正行 大濱 裕広 伊藤 純 

・浪江 RC の皆様ようこそ。本日卓話宜しくお願い致

します。 

渡辺 裕介 

・①結婚記念日のお祝い有難うございます。②浪江ロ

ータリークラブの皆さん、いらっしゃいませ。 

鈴木 英男 

https://koshigayakita-rc.jp/
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・お客様いらっしゃいませ。誕生日のお祝いありがとう

ございます。 

市川 洋和 

・お客様ようこそ。浪江 RC 会長松原様、副会長泉田

様、幹事小黒様、友好クラブ担当委員委員長伊藤

様、副委員長吉田様、米山記念奨学生王様、本日

例会よろしくお願い致します。誕生日祝いありがと

うございます。 

中村 隆雄 

・誕生日祝いありがとうございます。 

小林 操 

・先日の親睦、職奉の旅行大変お世話になりました。

リニアとブドウ園の催しには感動しました。 

青木 清 

・本日オンライン参加です。親睦旅行参加の皆様あり

がとうございました。「お心」頂いた皆様ありがとうご

ざいました。 

須賀 篤史 

・本日もよろしくお願い致します。 

佐藤 要 

 

 

 

出席報告 

会員数          41名 

出席者          30名 

出席率          85.7 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2256回 例会 

至：越谷コミュニティセンター小ホール 

 

11月 5日（土）に社会奉仕活動の一環で第 8G合同

事業「チャリティーコンサート」が開催されました。 

 

RI2770地区 第 8グループ 

ガバナー補佐 株竹 眞次 様 

「ポリオ根絶チャリティーコンサート」 

ポリオ根絶活動にご協力を頂きありがとうございま

す。本日は、ご来賓に越谷市長・福田 晃様、国際ロ

ータリー第 2770地区ガバナー細淵雅邦様そして第

8グループパストガバナーの皆様に御臨席をいただ

いての合同例会となります。この活動を通しグループ

内が共通した 1つの目的を持てたことは素晴らしいこ

とだと感じています。 

今年の 1月から 10月までのポリオウイルス（野生

型）感染者は世界で 40人を切っています、今こそポ

リオ根絶活動なのだと思いました。そして今日を迎え、

ポリオ根絶のための駅前での募金活動、チャリティー

コンサートと長時間にわたりご協力を頂き有り難うござ

いました。 

今回ご出演いただいた各バンドの皆様にはポリオ

根絶活動の趣旨をご理解の上、ご協力をいただきま

した。その他に募金活動では、市内インターアクトクラ

ブ、ローターアクトクラブの皆様にもご協力を頂きまし

た。この活動を通して得られた効果はロータリークラ

https://koshigayakita-rc.jp/
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ブの活動を周知出来たこと、募金活動イコール財団

貢献、公共イメージの向上と想っています。引き続き

よろしくお願い致します。 

最後に、最初から最後までご協力をいただいた関

係者の皆様、そしてこの活動にご理解とご協力をい

ただいた各ロータリークラブの皆様、すべての皆様に

感謝を申し上げます、有り難うございました。 

 

 

午前中から第 8Gの会員が集結しました。 

 

越谷北 RCの受付も行っていました。 

 

午前中は募金組が駅前で募金活動しました。 

 

チャリティーコンサートも盛大に行われました。 

 

コンサートで満足しています。 

 

小林巧会員が大舞台に立ちました。 

 

会長幹事がステージ上で参加しています。 

https://koshigayakita-rc.jp/
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細淵ガバナーもお見えになりご挨拶頂きました。 

 

越谷市長福田晃様からもご挨拶頂きました。 

 

株竹ガバナー補佐が締めの挨拶をしました。 

 

参加した会員の皆様、お疲れ様でした。 

 

至：浪江 RC例会場 

 

11月 10日に越谷北RCから 6名が浪江RCの例

会にお邪魔しました。 

 

例会前に会長同士が会話に花を咲かせました。 

 

例会で話されていた「鮭汁」おいしかったです。 

 

浪江 RCの例会場の様子です。 

https://koshigayakita-rc.jp/
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目を惹く建物がありました。 

 

まだまだ復興がかなっていません。 

 

ロータリアンは希望を掲げて復興を目指します。 

 

越谷北 RC、浪江 RCで記念撮影しました。 

 

 

第 2257回 例会 

至：浦和ロイヤルパインズホテル 

至：さいたま市文化センター 

（1日目） 

 

1日目は浦和ロイヤルパインズホテルでした。 

 

RI会長代理の挨拶がありました。 

 

細淵ガバナーの挨拶がありました。 

https://koshigayakita-rc.jp/
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1日目は晩餐会がありました。 

 

細淵 Gは世界中のドンペリ 50本用意したそうです。 

 

第 8Gのテーブルも湧き上がっていました。 

 

素敵な演奏が行われました。 

 

なんとロータリー専用の容器が運ばれてきました。 

 

とても手の込んだ演出となっていました。 

 

ロータリーチョコも目を惹きました。 

 

まるでメダルかのようにチョコを食べました。 

https://koshigayakita-rc.jp/
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（2日目） 

 

2日目は厳粛に開催されていました。 

 

王学朋君は残念ながら欠席でした。 

 

第 8Gの会長が登壇していました。 

 

大島会長も第 8G紹介

の時には、ステージ上で

堂々と構えられていました。

大々的に取り組んだ第

8Gの合同事業を思い返

していたことと思います。 

 

第 8Gの会員で盛り上がりました。 

 

会長がステージに上がるのを見守っています。 

 

第 8Gは END POLIO賞を受賞しました。 

 

大会終了後はホストクラブが見送りをしてくれました。 

https://koshigayakita-rc.jp/
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至：東松苑ゴルフ俱楽部 

コロナ環境もある程度落ち着きを見せているため、

昨年度に引き続き親睦委員会主催のもと、会員親睦

を深める目的でゴルフが開催されました。 

 

 

参加者全員で記念撮影しました。 

 

受付も担当委員が頑張っていました。 

 

コースを真剣に回っている様子が見えました。 

 

独特のパット技法を披露する酒井会員。 

 

ライザップゴルフで鍛えた腕前を披露する吉田会員 

 

初心者を優しく引っ張る市川会員。 

 

コースが始まる前の挨拶でした。 

https://koshigayakita-rc.jp/
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コースの後は懇親会。大濱会員がはしゃぎます。 

 

楽しく回ったコースを肴に話が盛り上がりました。 

 

各テーブルで親睦が深まりました。 

 

優勝は一柳会員でした。 

 

2位の大濱会員はとてもにっこり。 

 

3位は太田会員です！ 

 

久し振りのリアル懇親に会話も絶えません。 

 

東松苑ゴルフ倶楽部で開催されました。参加者の皆

様、お疲れ様でした。 

https://koshigayakita-rc.jp/

