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小林利郎年度  第２０回  通算２６３４例会                平成２９年１１月３０日 

皆様こんばんは、今月は4日に蓮田RCとの共 

催で少年サッカー大会、11日～12日は地区大 

会、翌日13日～14日は職業奉仕委員会による川 

越少年刑務所参観し、そのまま親睦委員会によ 

る磯部温泉への親睦旅行と、定例会場以外での 

例会が続きましたが、本日は久しぶりにホームでの例会そし

て夜間例会で、先月入会された大塚克史会員の卓話を聴き、

例会後に新会員歓迎会へと進行していきます。大塚会員です

が、先月靱帯を傷め1月にはその手術を控えており、本日も

ぎりぎり片足を引きずりながら出席して下さっております。 

さて、当社の取引先の担当セールスの話をさせて戴きます

が、昨今は携帯の普及によって殆どの場合セールスとの直接

の取り交わしとなりますが、相手が応答しなかった場合は営

業所に電話をして要件を済ませます。当然そのセールスは私

からの着歴に気付いて電話をくれますが要件が済んだこと

を伝えると、これまでの担当セールスの中には「そうでした

か、電話に出られなくて済みませんでした」で終えるセール

スと「何だったんですか？」と、しつこく訊いてくれるセー

ルスと様々でした。そして後者にあっては他社のメーカーセ

ールスとたまたま同時に来社すると他社のセールスより決

して先に帰ろうとはしないという特徴がありました。“靴の

セールスマン”という有名な話があります。2人のセールス

マンが、ある南の国へ靴の市場調査に出かけました。そして

２人が目にしたのは、そこでは皆裸足で、靴を履いている者

は居なかった。一人は、「ここでは靴は売れない」と判断し

て帰国してしまいましたが、一方のセールスマンは「ここで

は皆、裸足！誰も手を付けていない大市場だ！」と大量の靴

をそこへ送るよう本社にテレックスを打ったそうです。さ

て、皆様だったらどちらの行動をとったでしょうか。本日は

感受性を高く大塚会員の卓話を聴きましょう。大塚会員よろ

しくお願い致します。 

○挨○拶○文 の○行○間  

自動車の市場も コンクリート建築も 

もともと存在していませんでしたね 

郵便小包に対抗して宅配便を採算ベースに乗せる 

こんな よほどの冒険 発想を忘れていませんか 

市場も 人との関わり合いを深くして行くのも 

実は創造するものだったんですね …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１２月７日（木）  クリスマス例会        点鐘 18：00 会場 パレスホテル大宮 

 

① 地区より第 29回地区ローターアクト年次 

大会のご案内が届いております。 

2018年 1月 27日 12：00市民会館うらわ 

② 地区より、第 14回ロータリー日韓親善会 

議参加のお礼が届いております。 

③ 公益財団法人ロータリー米山記念奨学会より、ハイラ

イト米山 212号が届いております。 

④ ＲＩ日本事務局より、財団ニュースが届いております。 

⑤ 国際ロータリー旅行サービス指定代理店 ＴＮＫ東日

観光株式会社より 2018年国際ロータリー年次大会（カ

ナダ トロント）の参加募集案内が届いております。 

⑥ 大宮北ＲＣ様・大宮北東ＲＣ様より週報が届いており

ます。 

⑦ １２月のロータリーレートは 1ドル１１２円です。 

 

幹事報告             幹事 出山知宏 

表彰  

ＲＬＩﾊﾟｰﾄⅢ修了証 
10月 27日に開催されましたロータ 

リー・リーダーシップ研究会に、田畑 

寛樹会員が参加致しました。今回の受 

講で田畑会員は全ﾊﾟｰﾄを完了され、地 

区より修了証が授与されました。おめ 

でとうございます。 

 

 

 

 

委員会報告 

親睦委員会 委員長 中村 正 

・11月 13～14日の川越少年刑務所訪問および 

会員親睦旅行におきましては、皆様の御参加 

ご協力を誠にありがとうございました。 

・12月 7日は大宮パレスホテルにおいてクリス 

マス例会を開催致します。アトラクションとしてクラッ

シックの生演奏や演歌歌手をご用意しておりますので、

奥様、お子様もお誘い頂きまして、大勢のご参加をお願

いたします。 

社会奉仕委員会 委員長 中村 正 

本年度、区内公共施設（本丸公民館前）に枝垂桜を植樹し 

 

 

 

 

 

10月 2日第 1回ＩＭ実行委員会に出席して 



  いがしました。亡くなった子ももちろん残念ですが、亡くなっ

た子の両親の気持ちを考えると胸が苦しくなります。 

ポリオは撲滅できる病気です。みんなが苦しい思いをしなく

て済むように「ポリオのない世界」を目指してロータリアンと

して微力ではありますが寄付、また、行動をしていきたいと考

えています。これでロータリーの友１１月号の感想を終わりま

す。ご清聴ありがとうございました。 

 

 
 

 

新会員卓話     

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 

24 20  2 91.67％ 

 

スマイル報告 
本日のスマイル合計 32,000 円 

年間累計額 519,000 円 

 

メンバー（50音順） 

大塚克史 小田光司 小林 篤 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 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ＢＯＸより        

ます。藤川会長、遠藤幹事の年度に施設の完成と共に記念

として植樹し長く市民に親しまれて来ましたがここに来て

枯死の状況下にあり委員会で検討させていただき本年クラ

ブが 55周年時にあたることもあり植替えをすることになり

ました。本年は、ＲＩより一人一本の植樹を推奨されてお

りその意に併せこの上にない機会と考えます。植樹は 12月

14日例会後に行いたいと思います。 

会報・広報委員会 委員長 田畑寛樹 

12月第２例会の 14日（木）は当・会報・広報 

委員会主管の会です。今回は「職場のイライラ 

を解消するアンガ―マネジメント」と題し、 

高橋真理以会員が満を持してご登壇されます。 

是非とも皆様ご出席下さいますようお願い申し 

上げます。 

 

小林 篤 会員 
 ロータリーの友１１月号を一通り読みまし 

た。各クラブの紹介や各クラブの事業報告ま 

たロータリー財団奨学生のその後など色々と 

記事がある中で、私が興味をもったのは、「私 

たちの目標：ポリオのない世界」という記事でした。 

ロータリーに入会する前は、ポリオと言う病気は詳しく

は知りませんでしたが、入会しロータリーが積極的にポリ

オ撲滅推進活動を行っている事を知り、「ポリオとはどの

様な病気なのか知るべきだ」と思いました。 

この記事をお話しされている方は、ビル＆メリンダ・ゲ

イツ財団のポリオ撲滅プログラムの責任者で伝染病研究

者のジェイ・ウェンガー氏です。ポリオの症状や現在の発

症状況、今後の撲滅展開を詳しく語っています。またジェ

イ・ウェンガー氏は、「ロータリアンと一緒に働くことで

一番心を打たれたのは、それぞれの国での精力的な責任感

です」と言っています。この一言でポリオ撲滅活動に対す

るロータリーの意識の深さを感じる事ができました。 

彼がインドでポリオに感染して片足の不自由な少女に

会いに行き理学療法を行い、添え木を当てましたが少女の

足を治療する方法はありません。一度ポリオにかかったら

治らないのです。それでも少女の母親は「西洋から来た偉

い医者は、なんとか子供の足を治してくれるだろう」と期

待しています。ジェイ・ウェンガー氏は、語っています。 

私は、少女の母親の気持ちがよくわかります。 

私の次女は、生後７ヶ月の時に川崎病（心臓血管に瘤がで

きる病気）にかかり併用して麻疹にもかかり、川崎病の薬

を投与すると麻疹が悪化し、麻疹の薬を投与すると川崎病

が悪化するという状態になり、小児医療センターに入院し

ました。私達夫婦はとても落胆したのを今でも覚えていま

す。小児医療センターに入院してみると次女も重症でした

が、治る病気です。もっと大変な重症の子供たちがたくさ

ん入院しています。喉にパイプが通っている子やペースメ

ーカーをつけている子が一生懸命に生きています。 

ある日病院に行くと次女の隣のベットが空いています。 

かみさんに今朝亡くなったと聞き、昨日まで笑顔でいた子

が亡くなったのかと思うと非常に胸が締め付けられる思 

 

ロータリーの友 11月号を読んで       

大塚
おおつか

克史
か つ し

会員 
 さいたま市大宮区にあります、宅地造成、給排 

水衛生設備工事およびエクステリア工事などを行 

っている株式会社ワンロードにて営業部長として 

勤務しております。学生時代はずっと武道を一 

生懸命やってきました。武道より大切な妻と出逢い、家族を守

っていく事を一番に考えて働き始めた運送業の会社で鈴木真

樹会員と知り合いました。この出逢いがロータリー入会のきっ

かけになりました。その後、現在の会社に勤めながら趣味とし

て格闘技をやっているのですが、あいにく先日の試合中に足を

痛めてしまい、年明けに手術を予定しています。 

今後とも何卒宜しくお願い申し上げます。 

 

 
 

11月 16日 原田 晃博 会員     

 


