














































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 

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

       http://www.iwatsuki-rotaryclub.jp  E-mail:info@iwatsuki-rotaryclub.jp 

 
小林利郎年度  第３０回  通算２６４４例会                平成３０年２月２２日 

 皆様こんにちは、先日のインターシティー 

ミーティングに於いては、実行委員として出 

向されている小田直前会長、出席された皆様 

お疲れ様でした。記念講演で行徳先生のお話 

にも出てきましたが、トーマス・ワトソンは、 

ミシンの行商から現在の IBMを創立された方 

です。当時トーマス・J・ワトソンは「世界で、コンピュ

ーターの需要は 5台ぐらいだと思う」と言っています。ま

た、ケン・オルセン（世界最大のミニコンピューターメー

カー、デジタルイクイップメント社長）は「個人が家庭に

コンピューターをもつ理由など見当たらない」とも言って

いました。しかし現代ではパーソナルコンピューター・ス

マートフォンも含めて私達の生活にもビジネスにも無く

てはならない物となりつつあります。両氏が言った言葉は

間違えていたという事になります。先日 IM の後、出山幹

事・小田直前・鈴木委員長と 4人での食事中「間違え」に

ついて、話題になりました。・・・過去の偉人も試行錯誤

を経ながらも、その偉業を残しています。たとえ「間違え」

があったとしても、それを紛らわす程の、修正しようとす

るエネルギーやフォローが大切で、そして、それ以外の正

しいことも多ければ、「間違え」を間違えと捉えられなく

なるのではないでしょうか。ですから、今の私たちが知る

中で、これまでの岩槻ロータリークラブに「間違え」は見

当たりませんね。 

本日のクラブフォーラム 55周年記念式典・祝賀会につ

いて皆様からご意見を頂きます。皆様で試行錯誤しなが

ら、これまでへの感謝を表す式典・祝賀会にてお客様もお

迎えし、この先も何かにつけて「あの時、限られた予算と

人数で、あれだけの事が出来たのだから」と、励ましやモ

チベーションを上げる時にも、その代名詞に使われるくら

いの記念式典・祝賀会を創造して行きましょう。本日はお

願い致します。 

○挨○拶○文 の○行○間  

二人の少年がエントツ掃除を終えて 

エントツから出てきました 

一人はススで顔を真っ黒に 

もう一人は全く顔を汚していませんでした 

なんと真っ先に顔を洗ったのは顔を汚していない少年で 

顔を真っ黒に汚していた少年は顔を洗いませんでした 

なぜなら お互いの顔を見て 

自分の顔も汚れていると思う 

自分の顔もきれいだと思う 

お互いの判断だったのですね   （続く⤴） 

 

会長挨拶       第 55代会長 小林利郎 

― Ｔhe 55th anniversary ― 

 

◆次回の例会◆ 平成３０年３月１日（木）  青少年奉仕委員会による卓話    点鐘 12：30 会場 ふな又 

 

① ＲＩ第 2770地区 2020～2021年度ガバナー 

  として、中里公造会員（川口モーニングＲ 

Ｃ）が選出されました。 

② ロータリーの友地区代表委員の星野時夫様 

より特定の活動をしているクラブについて 

特集記事で紹介するとのご連絡が来ております。回覧致

します。 

③ 地区ロータリー財団委員長より、インド 3000 地区との

ＶＴＴプログラムについてお知らせが届いております。

今回のプロジェクトに興味を持ち、お手伝いを希望され

る方や、インドの方々と交流を持ちたい方はお申し出く

ださい。 

④ 地区青少年奉仕部門より、第 3750 地区韓国青少年交流

訪日団受け入れについてお礼が届いております。 

⑤ 中川次年度ガバナーエレクトより 2018 年度地区研修協

議会のご案内が来ております。 

  日時 4月 13日㈮ 

  場所 大宮ソニックシティ 大ホール 

⑥ ハイライトよねやま 215号 

⑦ 東日観光より国際大会参加旅行のご案内。 

⑧ 中小企業大学校東京校より経営後継者研修のご案内。 

⑨ 大宮西、大宮東、大宮北東ＲＣより 3月の例会案内。 

⑩ 大宮北東ＲＣより週報。 

 

 

幹事報告             幹事 出山知宏 

ＩＭ実行委員会委員 小田光司 
2月 19日のＩＭにご参加ご協力頂きまして誠に 

ありがとうございました。また、来る 4月 6日 

（金）には東武藤ヶ丘カントリー倶楽部におい 

て第３グループと第 4グループ合同ポリオ撲滅 

チャリティゴルフコンペを開催致しますので、 

お誘いあわせの上御参加を宜しくお願いします。 

委員会報告 

「人のふり見て わがふり直せ」という言葉がありますが 

自分の欠点が他人にはなくて 

しかも誰もその欠点を指摘してくれなければ 

汚れた顔のままで過ごすことになるのですね …toshi 
 

 
 



  

 

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 14  2 66.67％ 

 

スマイル報告 
本日のスマイル合計 213,000 円 

年間累計額 881,000 円 

 

メンバー（50音順） 

遠藤隆雄  小田光司  小林 篤  小林利郎 

鈴木 隆  鈴木真樹  田口雅弘  田畑寛樹 

津多一幸  中村 正  原田晃博  三浦宣之 
 

🌼遠藤隆雄会員より多額のスマイルを頂戴致しました🌼 

🌼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        

去る 2月 24日(土)田中作次元国際ロータリー会長（2012

～13）のご自宅に小林会長と中村副実行委員長の 2名で訪

問し、55周年記念式典におけるスピーチのお願いをして参

りました。田中パストＲＩ会長は温かく気さくなお人柄で 

出迎えて下さり、貴重な資料や記念品を展示している資料

館もご案内頂きました。 

日程：平成３０年４月２１日（土曜日） 

場所：ラフレさいたま  

  （埼玉県さいたま市中央区新都心 3-2  ） 

時間：第１部（式典）      １４:００～１５:００ 

   第２部（講演）      １５:００～１７:００ 

      第３部（祝賀会）   １７:００～１９:００ 

会場：３階 櫻ホール（第１部～第３部通しで使用）     

   ※控室は２部屋（１部屋６名～８名） 

 

● スケジュール 

13：30  登録受付                     

14：00【第１部】セレモニー    

      開会・点鐘           

     国家斉唱 

          ロータリーソング斉唱 

（奉仕の理想）  

     ロータリーの目的唱和 

          四つのテスト唱和 

     開式の言葉 

     物故会員に黙祷 

     式辞（会長挨拶） 

     来賓・来訪クラブの紹介 

     来賓祝辞 

     新会員入会式 

     記念事業発表 

／目録・寄付金贈呈 

     永年功労賞表彰 

     閉式の言葉 

15：30  閉会点鐘 

     諸事お知らせ 

     休憩  

15：40【第２部】記念講演    

      講師紹介           

     講演 （金澤康子） 

          テーマ 

『天使がこの世に降り立てば』 

          書道パフォーマンス（金澤翔子）  

     質疑応答 

     謝辞 

     諸事お知らせ 

     休憩 

17：30【第３部】祝賀会     

     開宴の挨拶 

     来賓祝辞 

     乾杯 

     歓談 

     手に手つないで 

      御礼の言葉  

19：30    終了  

● 55周年記念事業 

【社会奉仕事業】 

・東日本大震災被災地 岩手県陸前高田市竹駒保育園に AED

設備の支援 ※地区補助金活用 

・枝垂桜の苗木を植樹（さいたま市立岩槻本丸公民館） 

【青少年奉仕事業】 

・2017年 11月 4日蓮田 RCと共催で少年サッカー大会開催 

【ロータリー財団寄付事業】 

・地域・国際レベル等の人道的補助目的としてロータリー 

財団へ寄付 

【米山記念奨学事業】 

・奨学金支給・人材育成・国際理解の推進目的として（財）

ロータリー米山記念奨学会へ寄付 

 

創立 55周年記念式典    

 

● 記念講演           

■金澤泰子・プロフィール 

金澤翔子の母。明治大学卒業。書家の柳田泰雲・泰山に師

事。著書に『天使の正体』（かまくら春秋社）、『翔子の

書』大和書房）その他多数。久が原書道教室主宰。東京芸

術大学評議員。本福祉大学客員教授。 

■金澤翔子・プロフィール 

1985年、東京生まれ。1990年（5歳）のときより母・泰子

に師事し、書道を始める。2012年 NHK大河ドラマ「平清盛」

の題字を揮毫。2013年 国体開会式に於いて巨大文字を揮

毫。紺綬褒章受章。著書に『小さき花』（小学館）、『希

望の筆』（佼成出版）翔子』その他。 

 

 

 ご報告 

 


