














































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-17“INTERNATIONAL ROTARY DISTRICT2770 

IWATSUKI ROTARY CLUB 

Weekly Report 
クラブ・テーマ   「時流にあわせた変化と発展」 

 
会 長 小田光司    例会場 : 割烹「ふな又」 例会日：木曜日 点鐘 12:30～13:30 

幹 事 田中芳明  事務所：さいたま市岩槻区本町 3-8-2-203 ℡048-758-0680 FAX048-758-0681  

会長Ｅ 小林利郎    htt://www.iwatsuki-rotaryclub.jp  E-mail:info@iwatsuki-rotaryclub.jp 

 
小田光司年度  第３回  通算２５７４例会                 平成２８年７月２１日 

本日は今年度初めての夜間例会です。 

宴席ではない夜間例会は、あまり馴染 

みのないことかと思いますが、この時 

間からなら出席しやすいという意見が 

聞こえてくることもあり試みた次第で 

す。また 1時間の例会終了後に委員会 

を開催することや有志で懇親会を開く 

こともできるということで、時間を有 

効に使う上で大きなメリットになり得ると考えます。 

様々な職業をお持ちで、それぞれにご活躍されている皆様

の集まりですので、都合の付けやすい時間も色々だと思い

ますので、今回の試みにご理解を頂ければと思います。 

さて、第 1、第 2例会ではたくさんのお客様にお越しい

ただきました。そこで駐車場整理をしている三浦会員のご

苦労を目の当たりにしました。 

そういえば例会会場が鮒又に移った時に、お店に迷惑をか

けない駐車場の利用をと案内があったことと思います。 

これからは私と田中幹事は有料駐車場を必ず利用するこ

とにしました。どうか会員の皆様もご理解いただき、有料

駐車場を利用していただきたくお願い申し上げます。 

本日のプログラムは小林篤会員の卓話となっておりま

す。入会して半年の熱い思いが聞けると思い楽しみにして

おります。元気によろしくお願いいたします。 

 

お客様紹介 

オブザーバー 

（入会候補者） 

藤澤 洋介 様 
 

株式会社 藤匠塗建 代表 

1、 岩槻まきば園様より「岩槻まきば園 

ハワイアンまつり」の招待状をいた 

だいています。 

2、 ロータリー囲碁同好会より「第 15 

回ロータリー全国囲碁大会」のご案 

内がとどいています。 

3、 地区より「ロータリーフェスタⅡ」 

のテントブース参加申し込みのご案内が届いていま

す。 

4、 公益財団法人ロータリー米山記念奨学会よりハイライ

トよねやま１９６号が届いています。 

5、 公益社団法人さいたま観光国際協会より「平成 28 年

度第 1 定時総会」資料が届いています。 

6、 大宮北ロータリークラブ様より週報 NO１８９０より

NO１８９６が届いています。 

以上 6 点となっています。 

 

幹事報告             幹事 田中芳明 

会長の時間     第 54代会長 小田光司 

奉仕委員会 委員長 増岡昌行 
岩槻まつりのインターアクトバザー 

について、お一人につき 3つ以上の 

協賛品の御協力をお願い致します。 

本日からまつり前日の８月２０日ま 

でに例会場もしくはクラブ事務所迄 

お持ちください。バザーではかき氷 

や綿あめの模擬店も開催します。 

◆ 次回の例会 ◆     平成２８年７月２８日 （木） クラブフォーラム     点鐘 12：30   会場 ふな又 

委員会報告        

支援･広報･学友委員会  

委員長 鈴木 隆 
・米山記念奨学会とロータリー財団 

 への寄付の御協力を宜しくお願い 

 致します。会員１人当たりの目標 

 額は、米山２万円以上、ロータリ 

 ー財団は２５０＄以上となってお 

ります。 

・クラブのホームページに週報、フェイスブックでは例会 

中の写真をアップしておりますので、ぜひご覧ください。 

ロータリーの友７月号 

【横組みから】 

①ＲＩ会長メッセージ＜Ｐ７＞ＲＩ指定記事 

ジョン・ジャームＲＩ会長の年度当初のメッセージでは、

「人類に奉仕するロータリー」という大きなテーマを掲

げ、ポリオ撲滅という長年にわたる活動の成功に向けた

準備をしようと言っています。柔軟なクラブとなり多く

のパートナーを探し協力して活動を進めようと呼びかけ

ています。一つひとつの奉仕がより良い世界をつくり、

新しいチャンスを持っていると語っています。 

④ガバナーの横顔＜Ｐ２５＞ 

全国３４地区のガバナーの紹介です。当地区の浅水ガバ

ナーは「良いと思うものを求めて」と題して紹介され、

経歴や趣味そして今年度にかける思いを述べられていま

す。 



 

 

 

 

発 行   支援・広報・学友委員会   委員長 鈴木 隆  副委員長 根岸節子  委員 志水一雄 

2016年 2月入会 小林 篤 会員 
皆様こんばんは、入会させて頂き半 

年がたちました。まだまだロータリー 

クラブの仕組みが理解出来ていません 

が、本日は、新入会員卓話ということ 

で お話する機会を与えていただき感 

謝申し上げます。ただ話す内容も自分 

の恥をさらすことになると思いますの 

で ひとつよろしくお願いします。まずは、自己紹介とい

うことで 私は昭和４３年 10 月 24 日に越谷市で生まれま

した。父は昭和 16 年生まれ、7 年前に亡くなりました。母

は昭和 20年生まれ現在７１歳実家で犬と元気に暮らしてい

ます。父は 7 年前自宅の風呂場でくも膜下出血で倒れて湯

船に頭を突っ込んだ状態で発見されました。救急車が到着

した時にはすでに亡くなっていました。当時は急に亡くな

ったので大変ショックでしたが、7年の月日が経ち今となっ

て考えてみると父からしたら皆に迷惑かけずに亡くなった

のでいい死に方だったと思います。できれば私も家族に迷

惑かけずに逝きたいと考えております。 

私の曽祖父は、新潟から東京に上京し墨田区太平町で製

餡業を始めました。浅草の舟和さんはじめ老舗の和菓子屋

さんなど餡子を卸していたと聞いております。その製餡業

も祖父の代で廃業します。そして父は、中華料理人で私が

生まれた頃は屋台のラーメンを越谷のボウリング場の側で

やっていました。 

父の作ったラーメンは、あっさり味の昔ながらの中華そば

でおいしかった記憶があります。お客さんにも評判は良く、

当時は夜に営業している店が少なかったのもあり繁盛して

いたそうです。ただ、昼はサラリーマン、夜は屋台をやっ

ていたのであまり長くは続かず その後はサラリーマンを

やっていました。その時分父が踏ん張ってやっていれ

ば・・・私も今頃ラーメン屋のオーナーになっていたかも

しれません。 

そうした中私は 10歳の時に岩槻に引っ越してきました。

学生時代の私は、やればできるとは思っているのですが勉

強をあまりやりませんでした。 ただ、社会歴史は授業を

受けていて興味があり楽しかったので成績は良かった記憶

があります。スポーツの方は、運動音痴で特に球技は不得

意でしたが小学校から始めた空手は高校生までやっていま

した。当時の私は体が柔らかく師範には褒められた事を思

い出します。 

そして学生生活も終わり社会人スタートになります。 

19 歳の時、日本パイプクリーニングに就職し二年間お世話

になり、２１歳の時、三芳仮設機材に入社し、6年間現場で

仕事を覚え、27 歳の時に所沢営業所の営業担当（番頭）を

やらせていただき、３０歳で独立して現在に至ります。 

そして 35歳の時に岩槻青年会議所に誘われ入会します。

翌年に岩槻青年会議所と埼玉中央青年会議所が統合して埼

玉青年会議所に入会します。世間知らずだった私は、多く

のことをＪＣで学ばせていただきました。事業の達成感、

言葉の重み、責任感、義理人情、それまでの環境では得る

事が出来ないことを経験させていただきました。 

そしてかけがえのない仲間も得る事ができ、ＪＣ時代は私

にとって大切な五年間になりました。 

今回、小田会長からロータリーに誘われたのですが 仕

事が分岐点で大事な時でもあった為悩みましたが、せっか

く誘っていただいた小田会長の気持ちがありがたく、入会

を前向きにとらえ入会させていただきました。 

仕事が大事な時でもあるので中々ロータリー活動ができな 

 

クラブ管理運営部門  

委員長 小林利郎 
「時流に合わせた変化と発展」のテ 

ーマのもと今年度に於いて小田会長は、 

会員の増強を特に意識され会費の圧縮 

を実践されました。 

当然ですが予算は限られてくることは 

覚悟しなければなりません、しかしな 

がら小田会長の勇気のあるこの提案に、限られた予算で、

より充実した意義のある例会・事業を行うことによって奉

仕と親睦のよりよい循環が生まれ、如いては会員の増強に

も繋がるのだという事を再認識させて戴きました。このこ

とを常に意識そして確認しながらクラブの更なる活性化を

図る為、努力して行ければと考えます。 

 

小田年度活動方針 

新会員卓話 Initiation Speech 

スマイル報告 
本日のスマイル合計 22,000 円 

年間累計額 107,000 円 

 
出席報告 

会員数 出席数 免除者 ＭＵ 出席率 

21 16 1 1 85.71％ 

 

スマイルＢＯＸより        

ビジター 

オブザーバー（入会候補者） 藤澤洋介 様 

岩槻ロータリークラブにお邪魔させて頂きます。今後とも宜し 

くお願い致します。 

メンバー（50 音順） 

遠藤隆雄   小田光司   菊地 廣   小林 篤 

小林利郎   鈴木 隆   田口雅弘   田中芳明 

津多一幸   出山知宏   中村 正   原田晃博 

増岡昌行   松永兼治   三浦宣之    

🌼 たくさんのご芳志ありがとうございました 🌼 

奉仕部門  

委員長 原田晃博 
ロータリー活動の原点は「親睦」と 

「奉仕」であります。その両輪の「奉 

仕」を担当致します。小田年度は奉仕 

委員会として「職業奉仕」、「社会奉仕」、 

「国際奉仕」、「青少年奉仕」を実践し、 

有益であり効果的な奉仕活動を推進し 

て参ります。小田会長と増岡委員長をはじめ、委員会メン

バーを繋ぐパイプ役として１年間、運営に携わりたいと思

います。メンバー皆様の温かいご協力をお願い申し上げま

す！ 

 

いと思い込んでいましたが、先日菊地さんとお話しさせて 

頂いたときに「自分で時間を作ろうとしていないんだよ」

という言葉を頂戴しました。言って下さる事がありがたく、

胸に刻んで活動して行こうと考えております。 

これから皆さんとロータリー活動を共有して勉強させて

いただき、また皆さんと絆を作り大切にしていきたいと考

えております。未熟な私ですが今後ともよろしくお願いい

たします。聞き取りづらい部分もあったかと思いますが、

私の卓話を以上で終わらせていただきます。 

ご清聴ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


