














































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①地区大会ポリオ撲滅チャリティコンペの申し 

込みが、本日最終となっております。 

１０月１６日（月曜日） 場所はプレステー 

ジカントリークラブ 

②星野時夫ロータリーの友地区代表委員より、 

本年度のロータリーの友委員会（第１ゾー 

ン会議）8/17開催についてお知らせとお願いが届いており

ます。 

③ロータリー囲碁同好会より、第１６回ロータリー全国囲碁 

大会の案内が届いております。 

④地区より職業奉仕部門セミナーの案内が届いております。 

⑤姉妹地区 韓国 RI.D3750 30周年交流懇親会のお知らせ 

が届いております。 

⑥2017人形のまち岩槻まつり実行委員会より、協賛広告の御

礼が届いております。 

⑥大宮東ＲＣ・岩槻東ＲＣ・大宮北東ＲＣより、８月の例会

予定表が届いておりますのでご覧ください。以上６件。 
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小林利郎年度  第５回  通算２６１９例会                 平成２９年８月１０日 

本日、第4グループ清水ガバナー補佐、岩槻 

東RC丹野会長・山崎幹事・奥津親睦委員長にお 

かれましては、当クラブ例会に御出ましを頂き 

有難うございます。心より歓迎申し上げます。 

先日、出山幹事とお話ししたのですが、今年 

度も「僅か１０ヶ月半しかない」と捉えるか？ 

「まだ１０ヶ月半ある」と捉えるか？「僅か１０ヶ月半しか

ない」その位の緊張感を持って共に取り組んでいきましょう

と言う事で一致しました。残すところ１０ヶ月半しかありま

せんそんな意識を持って取り組んで行けます事、皆様宜しく

お願い致します。 

さて先週の8月5日土曜日に根岸会員の事業所の「まきば

園」さんで毎年催されているハワイアン祭りにお邪魔をして

まいりました。そこで、関根画伯のご家族の方とお会いしお

話をさせていただくことが出来ました。関根画伯には当クラ

ブのバナーのデザインをしていただいたという経緯がある

ことをお聞きして、55周年に大変相応しい出逢いがあった事

を皆様にご報告致します。先日、私の車のダッシュボードか

ら初孫が生まれた時に用意した「BABY IN CAR」ステッカー

が見つかりました。このステッカーの意味は皆様ご存知の方

も多いと思いますが、このステッカーの意味は、初心者マー

クと同じで「赤ちゃんが乗っているから、無理に近づいて事

故おこさせないでね。」という役割も有るのかも知れません

が、実はこんな話があったのです。この赤ちゃんマークには、

隠れた悲しい秘話があります。それは80年代のアメリカで、

高速道路を運転している女性が事故をおこしてしまい女性

は重体となり、3日ほど意識が戻らなかった。そしてなんと

か意識を取り戻して最初に発した言葉は、「私の赤ちゃんは

どこ？」でした。しかし病院は女性に子供がいたとは認識し

ておらず、すぐさま警察に確認の電話をした。警察もその存

在を確認していなかったので、あわてて事故車両の中を探す

と、後部座席の下ですでに冷たくなっている赤ちゃんを発見

して、赤ちゃんには目立った外傷もなく、母親と同時に発見

されていれば、助かったであろう命だったそうです。この教

訓を踏まえてあのステッカーは開発された。このステッカー

の本当の意味は、「事故車両の中に赤ちゃんがいます。一番

に助けてください」という意味なのだそうです。明日あたり

から皆様夏休みということで、車で旅行に出かける方も多い

と思いますが、事故や怪我には気を付けていただいて来週の

例会でも笑顔でお会い出来ればと思います。 

年度当初の地区のセミナーも8月6日（日）の青少年奉仕セ

ミナーを最後に一通り終了致しました。参加された各委員

長、大変お疲れ様でした。本日は報告宜しくお願い致します。 

会長挨拶       第 55代会長 小林利郎 

幹事報告             幹事 出山知宏 

○挨○拶○文 の○行○間  

賞味期限が近いからと今食べたくない物を無理に食べる・食べさせ

る事のないよう、他がやっているからやるではなく、言われるからや

るではなく、その意義を知り理解しながらの言動が大切ですよね。 

考えて、考えて、 練りに練った言葉より 

素で出た一言の方が 心に響いたりする 

人は嘘だって言えるし 上手にごまかすことも出来る 背延びだって

できる 

飾られた言葉は 確かに綺麗に聞こえるかもしれないけど 

本当に大切なのは 素の自分で 正直な想いを伝えること 

ありのままの自分を出すことは 確かに難しい 

でも自分の心を偽ると 結局自分を追いつめる 

そして他人をも傷つける 人の心は自分にしか見えない 

だからこそ言葉は本当の心を伝えるために使いたい…toshi 

 

― Ｔhe 55th anniversary ― 

 

◆ 次回の例会 ◆ 平成２９年８月１７日（木）  各部門セミナー報告        点鐘 1２：30 会場 ふな又 
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スマイルＢＯＸより        

ビジター 

第４グループガバナー補佐 清水恒信 様 

お世話になります。 
岩槻東ＲＣ会長 丹野寿明 様 

岩槻クラブの皆様、いつもお世話になっております。今後

とも宜しくお願い致します。小林会長、出山幹事、一年間

共に頑張りましょう。 
岩槻東ＲＣ幹事 山崎和雄 様 

表敬訪問に伺いました。よろしくお願い致します。 
岩槻東ＲＣ親睦委員長 奥津雅史 様 

初めて表敬訪問に伺いました。宜しくお願い致します。 
メンバー（50音順） 

菊地 廣 小林利郎 塩田淳司 鈴木 隆 鈴木真樹 

関根信行 田中芳明 津多一幸 出山知宏 中村 正 

原田晃博 藤澤洋介 増岡昌行 三浦宣之 

 🌼 たくさんのご芳志ありがとうございました 🌼 

スマイル報告 
本日のスマイル合計 35,000 円 

年間累計額 254,000 円 

 

発 行   会報・広報委員会   委員長 田畑寛樹  副委員長 増岡昌行  委員 三浦宣之 高橋真理以 

ロータリー情報委員会委員長 塩田 淳司 
・ロータリーの友８月号についての感想や見どこ 

 ろなどを次週、指名致しました会員より発表し 

て頂きたいと思いますので宜しくお願いします。 

・ロータリー財団 100周年記念イベント特集冊子 

にクラブで開催した少年野球教室が掲載されて 

おりますのでご覧下さい。 

社会奉仕委員会委員長 中村 正 
・本年度より 3年間、岩槻まつりのメイン会場は 

さがみ典礼の駐車場となります。8/20は 2時 50 

分に集合し、開会式に参加した後、4時 30分よ 

りふな又にて「まつり例会」を行います。登録 

料は 3,000円です。宜しくお願い申し上げます。 

 

 

 

うに、ロータリアンは自らの職業活動を通して、取引先の

人々や従業員また地域社会の人たちに満足いただけるよ

うな行動を取らなければいけません。すなわちロータリア

ンは道徳的能力を向上させることに常に務め、職業を通し

て社会の模範となるよう努めなければなりません。ロータ

リーの目的また四つのテスト及びロータリアンの行動規

範はこの道徳的水準を自ら高めるために明文化されてい

る物で、それを実践することにより自分自身をより一層成

長していくのではないでしょうか。これらの理念の下で自

らを律して職業を実践して行くことは「内なる職業奉仕」

と言えます。昨年の規定審議会に於いて職業奉仕の定義に

追加された「自己の職業上の手腕を社会の問題やニーズに

役立てるために、クラブが開発したプロジェクトに応える

こと」いわゆる「外への職業奉仕」で、社会のニーズを充

たすために、自分の職業の専門性を活かした社会奉仕や国

際奉仕でも職業奉仕の性格も備えていることになります。

また、中学生へさまざまな職業を紹介し理解を深める活動

(ゲストティーチャー)や、就職を控えた高校生への相談や

アドバイスをする活動、社会に出たばかりの若い人たちに

技能や職業意識の向上を指導するなどの活動も職業奉仕

に含まれます。 

 大貫ガバナーの方針である「新たな行動 新たな感動」

のもとに職業奉仕の基本を大切にし、新たな感動が得られ

るよう活動ができればと思っております。 

 

出席報告 
会員数 出席数 免除者 ＭＵ 出席率 

23 14  4 78.26％ 

 

各部門セミナー報告       

会員増強維持部門セミナー 

会員増強委員長 田中芳明 
①なぜ増強が必要なのか？ 

・運営の為（クラブ運営、対外事業等、数の力 

も必要） 

・自然退会があるので、増強が必要。 

・退会を出さずに今いる会員のレベルを上げたうえでの会員増

強が必要。 

・クラブ存続のため（仲間が多ければ活動もしやすい。） 

・ロータリーの高齢化の為若返りが必要。 

・自然退会者が入会者より多いため。 

・様々な職種の仲間がいれば、活動の幅が広がる。 

②女性会員を増やすには？ 

・会費（半額、無料等。準会員制度？） 

・クラブ・会員のレベルを上げる。 

・地域のリーダーに紹介してもらう。 

・他団体等からリストアップする。 

・女性にとって魅力的な会にする。（居心地を良くする） 

・他団体等との共同事業からきっかけをもらう。 

③自クラブで（公共イメージ委員会と会員増強維持委員会）合

同での増強の方針・企画（どんなことをやっていきたいか？） 

・週報の写真を多めにして活動のアピール。 

・会員以外の方との共同のイベント。（飲み会・カラオケ・ボー

リング退会・ＢＢＱなど） 

・ロードサポート（ゴミ拾い等） ・募金活動 

・児童図書の贈呈  ・ホームページやＳＮＳなど。 

・隔月異業種交流会 ・地域メディアの活用 ・奉仕先を募集 

職業奉仕部門セミナー 

職業奉仕委員会 増岡昌行 
職業奉仕はロータリーの根幹であり、自らの職業 

を高潔な物にし、高い倫理観をもって事業を営む 

ことです。ロータリーの目的では第 2にあるよう 

に「職業上の高い倫理基準を保ち役立つ仕事はす 

べて価値あるものと認識し、社会に奉仕する機会としてロータ

リアン各自の職業を高潔な物にすること」と明確化しているよ 

委員会報告        

 
  ８月誕生月会員 

１２日 小林佑次会員 

３１日 藤澤洋介会員 

 

    


