














































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2017-18 INTERNATIONAL ROTARY DISTRICT2770 

ROTARY CLUB OF IWATSUKI  

since 1963 

Weekly Report 
クラブ・テーマ「これまでに感謝 これからを創造」Ｓｈａｒｅ ｖｉｓｉｏｎ

 

会 長 小林利郎    例会場 : 割烹「ふな又」 例会日：木曜日 点鐘 12:30～13:30 
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小林利郎年度  第９回  通算２６２３例会                 平成２９年９月７日 

皆様こんにちは。 

 本日、岩槻東RC 阿津沢直前会長・藤田 

青少年奉仕委員長・交換留学生タリータ・ 

マリーさん来訪いただきまして有難うござ 

います。心より歓迎申し上げます。 

 8月 27日、鮒又さん社長 三浦会員のご 

理解も頂き、藤澤会員の藤匠塗建さん職人 

メンバー全員にて神棚に手を合わせ作業の無事進行を祈

願いたしました。藤匠塗建さんの先導の下、作業は始まり

誰一人としてその労力を惜しまず作業は進みました。そし

て、参加できなかった会員の皆様からは、SNS/メール等を

通して「今度の例会が楽しみです」「参加出来なくて申し

訳ない」等のコメントが届き、塩田委員長が様子を見に来

てくださり、事務局 渡辺さんも差し入れに来て下さって

当クラブ全員で成り立っている素晴らしい一日で、当日は

“日テレ 24時間テレビ”もやっていましたが、私たちに

とっては、それに勝る感動があったように思います。その

感動をバネに来たる 9〜10日、55周年事業として当クラブ

50周年の折から関わる陸前高田市竹駒保育園への AED設

置の視察に社会奉仕委員会を中心に訪問する予定です。後

日、訪問報告があります。 

 本日は、会員増強クラブフォーラムとなっておりますの

で、更なるクラブの活性化に繋がるご意見が飛び交います

ことをご期待いたします。 
 

○拶○文 の○行○間  

「無償の理由
わ け

」 

ふと みんなの意志が一致して 

そしてその意志が成し遂げられたときの 

みんなの喜ぶ顔をみて喜んでいる自分を 

みんなが想像する 

喜び 感謝 善意は いつだって さりげなく主張せずに 

みんなのところにあるんですね 

色々なことを経験して ひとつひとつ自分の心に 

消えることなく 笑顔にかえて 

哀しみをたくさん見てきた分だけ 

本当の素敵な楽しみにかえられるのかも 

ひとにとって楽しむという事は最高の次元で 

それを楽しむ境地ですれば たくさんのひとの心も 

動かすことができるんですね！ 

小さな幸せに敏感になれば 

幸せは いつも「今」ここにある…toshi 

 

 

会長挨拶       第 55代会長 小林利郎  

― Ｔhe 55th anniversary ― 

 

◆ 次回の例会 ◆ 平成２９年９月１４日（木）  日韓親善会議/中国訪問報告  点鐘 12：30 会場 ふな又 

 

 

① RI.D3800地区よりフィリピン国際奉仕 

PJ視察ツアーの申し込みが届いており 

ます。 

② 地区より財団設立 50周年式典のご案内 

が届いております。 

日時：平成 30年 2月 4日(日) 

場所：グランドニッコー東京 台場 

③ 地区より九州北部豪雨災害義援金ご協力の御礼とご報

告が届いております。当クラブでは７月第３例会でもお

話しましたが、昨年の熊本地震の時と同様、スマイルよ

り会員数×1,000 円計 23,000 円を送金させていただき

ました。地区での総額 3,042,607 円となったようです。 

④  大宮東ロータリークラブ・大宮北東ロータリークラブ様

より９月の例会予定が届いております。 

⑤ 大宮西ロータリークラブ様より、メールアドレス変更の

通知が来ております。 

⑥ 公益財団法人 米山梅吉記念館より、賛助会員の募集と

館報が届いております。またあわせて、秋季例祭のご案

内も頂いております。 

日時：9月 16日（土）14：00～(懇親会 16：00～) 

場所：米山梅吉記念館ホール       登録料:無料 

⑦ 日本テレビの取材依頼が届いております。 

  ※当クラブではなく、留学生を迎えるホストファミリー 

への取材です。 

  ただ放送番組が、18：15分から始まる「news every」の 

人気コーナーだそうです。内容は日本に留学した外国人 

が、日本をどう感じたか等、迎えるホストファミリーに 

密着取材して放送するとの事です。 放送日時は未定 

⑧ 岩槻ボーイスカウト育成会より支援要請。 

⑩ ９月のロータリーレートは 1ドル 109円となります。 

⑪ 訃報：第 2770地区 1991～1992年度ガバナーを務められ 

ました鳩ケ谷ＲＣの牧内操会員が 8月 23日午前 7時 42 

分、享年 88歳にてご逝去されました。通夜・告別式は 

故人の遺志により密葬にて執り行われました事を謹ん 

でご報告申し上げます。 

 

幹事報告             幹事 出山知宏 

 
  ９月誕生月会員 

１５日 遠藤隆雄会員 

 

 



 

 

 

 

クラブフォーラム 会員増強委員会       

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 

出席報告 
会員数 出席数 免除者 ＭＵ 出席率 

23 16  3 82.61％ 

 

スマイル報告 
本日のスマイル合計 26,000 円 

年間累計額 341,000 円 

 

ビジター 

岩槻東ＲＣ直前会長 阿津澤 清 様 

本日は交換留学生と一緒にご挨拶に参りました。 
岩槻東ＲＣ 青少年奉仕委員長 藤田恵子 様 

本日は交換留学生のタリータとお邪魔しました。1 年間、

タリータを温かく見守って下さい。 

メンバー（50音順） 

小田光司  菊地 廣  小林利郎  小林佑次   

塩田淳司  鈴木 隆  鈴木真樹  関根信行 

高橋真理以 田口雅弘  田中芳明  田畑寛樹  

津多一幸  出山知宏  中村 正  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ＢＯＸより        

  

 

会員増強委員会委員長 田中芳明 
 

昨今、RC では会員の減少が危惧されており、 

なかなか新入会員が入会されません。理由は 

なぜだと考えられるでしょうか？ 

・会費が高額。 

・ロータリークラブが何を行っているのか周りから分かり

にくい。何を行っているか示せる機会を作ったほうがよい。

興味を注がれることを行ったほうがよい。（ロータリーに入

っていない方がどんなことに興味を持つのか） 

・RCは何をしているのか分からない。 

・RCにはどんな方がいるのか分からない。身近な人に勧誘

されれば入会もスムーズだが、そうでない場合には見えに

くい。HPなどでどんな方がいるのか調べた。膝を突き合わ

せて具体的に活動内容を説明するのが大事。（一方で、考え

る時間を与えないのもひとつ） 

・RCよりももっと高い団体もある（懇親会なども含め）。

よって、何をしているのか効果的な手法によって RCを知っ

てもらい、地域社会でも RCの価値を高めていくことが大

事。接点を多くし、懇親の場、コミュニケーションの場を

多くすることが大事。（飲みの場などでも意識） 

・会員からの声掛けが少ない。どんな人にでも RCに興味な

いか声をかけること。個人的な判断で声掛けを控えず、ま

ずは周りに声をかけること。 

・RCが自分の為になるという PRが少ない。自分にとって

面白い、ためになるという雰囲気を出さねば、周りに伝わ

らない。切羽詰まった感で勧誘しても難しい。みんなが頑

張っている、楽しんでいる、その雰囲気を作り、その雰囲

気をオブザーバーに感じてもらうのが効果的なのでは。 

 

 

 

 

 

・55周年という節目で貴重な経験ができる年なので、「入会

してよかった」という切り口から勧誘をするのがよいのでは

ないか。 

RC 入会希望者に岩槻 RC を説明するにあたり、どのような

点を重点的に説明すれば、より一層岩槻 RC に興味を持って

いただけると思いますか？ 

・自分が一番楽しかった事業を、楽しそうに話す。体験談を

話すようにしている。 

・色々な経営者団体がある中、目的やステージが違うので、

RC はどの様な団体なのか興味を持ち、好奇心を持って入会

した。説明する時は分からないからこそ好奇心をそそらせる。 

・奉仕団体であることを明確にするとともに、広報に力を入

れることが大事。陸前高田のボランティアや交換留学など具

体的な事業内容を広報していくことが大事。 

・女性会員１０％UP 地区目標。声掛けをするのが一番大事。

世界的な団体でもあるのでその意義を伝えることもよい。 

・卒業があるため現状維持をするためには拡大が必要。目標

を高く持つのは大事だが焦らずに、入った方が辞めないよう

にすること大事。ある RC では拡大しているが出席率が悪化

している。意地になって拡大に取り組むのは控える。人のつ

ながりで入会している人ばかり。人間関係で入会している。

理屈よりも人のつながり。 

・年数をかけて勧誘している。かつて RC について説明する

資料がなかった。人が入りやすい、RC を理解しやすい資料

をあらためて作ることが大事。説明するものが何もないと相

手もわからない。資料も作り、RC をじっくり説明して、長

く会員でいられる人を勧誘していくことが大事。 

 

 

委員会報告        

親睦委員会委員長 中村 正 
本日、例会終了後、例会場において、親睦委 

員会および職業奉仕委員会合同の炉辺を開催 

致しますので、会長・幹事はじめ各委員の方 

はご出席を宜しくお願い申し上げます。 
 

会報･広報委員会委員長 田畑寛樹 
去る 8月 24日（木）、春日部西ＲＣの例会へ、 

菊地会員、鈴木隆会員、原田会員田中会員、 

関根会員、高橋会員、私田畑の７名でメーキ 

ャップして参りました。他クラブの良い所、 

岩槻ＲＣの良い所を感じながら勉強する事が 

出来ました。 

 

 

 

 

岩槻東ＲＣ 

直前会長 

阿津澤清様 

本日のお客様      

岩槻東ＲＣ 

青少年奉仕委員長

藤田恵子様 

青少年交換 

留学生（仏） 

タリータさん 


