














































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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２７回  通算２６４１例会                平成３０年２月１日 

皆様こんにちは、本日は会場出席委員会 

ホストによる例会ですが、昨晩、鈴木委員 

長が体調不良で急遽病院へ、しかし今朝早 

くにも病院に行き他委員会メンバー欠席 

という事もあり無理に出席してくれました。 

その責任感に敬意と感謝を申し上げます。 

元会員でパスト会長の江原弘様が先月の２９日ご逝去

されました。現在姉妹クラブである、桃園経国 RC と約 15

年前に友好締結した会長です。退会はされているものの、

永きにわたり岩槻ロータリークラブの会員としてその発

展に尽力された方で、稀にあった私達の間違いにも直ぐに

気付いてその場に於いてアドバイスをくださる大切な方

でした。既にご存じの方もいると思いますが、謹んでお知

らせ申しますと共に心からご冥福をお祈りします。 

さて、早いもので今年も 1 ヶ月終わり今日から 2 月に

入りました。昨年の 10 月には日経平均株価が１６連騰し

11 月には史上最高値をつけ年明け大発会で 23,000 円台か

ら始まり、あるジャーナリストによりますと、今年は

29,000円台までと数字上でも、好景気との見方があります

が、この流れは 2020 年まで続くと考えられているそうで

す。しかしそこでピークアウトなのか?更なるチャンスが

到来するのか?私たち経営者の誰もがこれと言った確証を

持てないまま、不安も感じているのではないでしょうか。 

少子化による人口の減少・市場の縮小・人手不足、中

でも人口は２０３０年には、２０１７年対比、現在の愛知

県の人口に匹敵する約７００万人も減少する予測もある

そうです。雇用の逼迫は既に実感として感じられます。

AI・ロボット・働き方改革等、この課題をどう見るのか、

どう動くのか、できればこの変化にチャンスと捉えて取組

んで行ければ良いのでしょうね。 

鈴木委員長、病気治療中の上単独でのホスト例会大変

だと思います。無理をせずにお願い致します。 

 

○挨○拶○文 の○行○間  

どうしたらいいか行き詰ると 

自分のことしか考えられなくなっているんですね 

でも どうしたら他人を喜ばすことができるかという考え

に変えてみると・・・ 

自分を良くしたかったら 

自分を良くすることを考えるのではなく 

「他人を良くする」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３０年２月８日（木）   会員増強委員会会員卓話       点鐘 12：30 会場 ふな又 

 

①地区より、2018-19年度地区補助金プロジェ 

クト立案と申請についてのご案内が来てお 

ります。次年度実施予定のプロジェクトは、 

4月 30日までに使用計画申請書を提出する 

必要がありますのでご注意ください。 

②ＲＩ日本事務局より財団室ニュースの 2月号が届いており 

ます。 

③2月のロータリーレートは 1＄110円です。（先月 114円） 

④大宮西ＲＣ、大宮東ＲＣ、岩槻東ＲＣ、大宮北東ＲＣの各 

クラブより２月の例会予定表が届いております。 

⑤2月 19日（月）開催のＩＭについての出欠のご連絡をよ 

ろしくお願いします。 

⑥下半期のクラブ会費の納入をよろしくお願いします。 

 

 

幹事報告             幹事 出山知宏 

管理運営部門 会場・出席委員会 

 
管理運営部門委員長 原田晃博 
本年度の例会運営は事前の綿密な打ち合わ 

せが功を奏しスムーズに進行しています。 

鈴木真樹委員長のもと、会場・出席委員会の 

メンバーがよくまとまっていると思います。 

委員会の炉辺も有効だと感じています。引き 

続き宜しくお願いします。 
 

会場・出席委員会委員長 鈴木真樹 
55周年を迎える年度で会場・出席委員長を 

務めさせて頂きました。 

私が入会した 50周年記念の年度から早くも５ 

年の月日が経ちました。入会３年目にして初め 

て１回目の会場・出席委員長を受け、５年目の 

小林年度で２回目の会場・出席委員長、周年に当たるこの年

度で責任のあるポジションだと思っております。 

 ガバナー公式訪問では先輩方のアドバイスを頂きながら委

員会メンバーと共に会場のレイアウトを考え、ガバナーを迎

える事と共に成功に終わりました。昨年夏にはメンバーの藤

澤会員の職を生かし、会員皆様の御協力で会場の改修工事を

することにより例会場が明るくなり、来訪者のお客様にも「明

るくなりましたね」と言われることの嬉しさを感じました。 

 新しい年を迎え、今年度の委員会としての「壁」というか、

目標は４月に行われます創立 55周年記念式典です。 

 



  

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 10   41.67％ 

 

スマイル報告 
本日のスマイル合計 15,000 円 

年間累計額 653,000 円 

 

メンバー（50音順） 

菊地 廣  小林利郎  鈴木 隆  鈴木真樹  

田中芳明  津多一幸  出山知宏  中村 正 

原田晃博  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        

の 55周年の周年事業も控えています。特に周年事業はもちろ

ん初めてですので広報、会場出席、そしてロータリーアンと

してとても楽しみです。小林会長、出山幹事をはじめ皆さん

と心を合わせ、ロータリーライフを楽しみ、邁進敢行して参

ります。 
 

会場・出席委員会委員 藤澤洋介 
私がロータリークラブに入会して二度目の会場出席委員会

になり、多少設営にも慣れていたつもりではいたのですが、

ガバナー公式訪問の時は「垂れ幕が落ちるのではないか」「旗

の棒が倒れるのではないか」とひやひやしていましたが、ハ

プニングもなく無事に終えた事を覚えております。 

 昨年は、ふな又の２階、例会場の改修工事をやらせて頂き、

本業である塗装工事を生かし、例会場を明るくしました。会

員皆様の力を借り、一日という厳しい工程の中、無事終わら

せる事ができ感謝申し上げます。また、新しい年に入り、こ

れから親睦委員会との絡みのある事業がありますので、一つ

一つ覚えていきたいと思います。５５周年記念事業は私にと

って初めての経験なので、委員長・副委員長はじめ先輩方に

ついて一つ一つ覚えながら頑張っていきたいと思います。 
 

会場・出席委員会委員 小林佑次 
 会場・出席委員会に所属し、わずかながらも例会設営に携

わって思う事は、会場・出席委員会は「名脇役」という印象

です。私自身はなかなか出席が叶わず、設営にしてもほんの

少ししか関われませんが、毎週の例会が当たり前に開催でき

るのは、陰で支える委員会があるからなのだなと感じました。

一方で、例会の設営方法や流れを覚えるのは、主管委員会が

例会を運営から閉会まで担当することも価値がありそうだと

も感じました。また、私自身、岩槻ロータリークラブの例会

のほか、式典や対外行事などにも殆ど参加出来ず、まだまだ

クラブ自体しっかり理解できておりませんので、少しずつ会

の目的や今後行う事業の趣旨なども理解し、今後極力参加を

したいと思います。今後共どうぞ宜しくお願いします。 

 

委員会としては初めて経験するメンバーもいる中で役割を

決め沢山のお客様を迎える際失礼の無い様、適切な対応をし

ていかなければなりません。会長 

・幹事・岩槻クラブの恥とならないよう役目を果たしていき

たいと思います。 

小林会長の所信に「出席しないと損をする」「出席して良か

った」と思える例会が望ましいとあるように、委員長 2回目

の経験を活かし、例会での席順を血液型で分けたり、今度は

誕生日・結婚記念日などでの席順を考えております。親睦委

員会との絡みのある例会もあるので、これから色々考えて欠

席者 0を目指し、残り半年責任をもって頑張らせて頂きます。 
 

会場・出席委員会副委員長 関根信行 
小林年度を振り返って見ると小林会長の気遣 

い、出山幹事の段取り、鈴木 隆ＳＡＡの見守 

り、そして鈴木 真樹委員長の頑張りに大変感 

謝しております。真樹 委員長が事前に色々根 

回しを行い例会ではスムーズに進行を行なって 

頂けた事は本当に素晴らしい事だと思います。私が知ってい

る中学生だった頃の真樹君からは想像出来ない姿です。ま

た、中村親睦委員長の誕生日紹介も毎月楽しみにしておりま

す。まだまだ不安定ですがパソコンを使った出席・スマイル

報告も引き続き最終例会までには必ず完成させたいと考え

ております。 

本日出席出来ていない私が言うのも何ですが、やはり会

場・出席委員会の皆で一丸となり今後の例会を執り行い、真

樹委員長の負担を軽減したいと考えております。 

まだ今年度も残っておりますが何とか会社の態勢と整え、

多くの出席が出来る様に調整して参りますので宜しくお願

い致します。55周年式典の式典では少しでも力になれる様に

頑張って行きますのでどうか宜しくお願い致します。 
 

会場・出席委員会委員 田畑寛樹 
親愛なる皆さん、こんにちは。ロータリーに 

入会し早 2年目、そして 2回目の会場出席委員 

会の委員となりました。 

委員会委員の前に、ロータリーアンとしてまず 

は例会に出席する事。それまでは、午前中に直 

ぐ終わる仕事を入れるようにして、例会に出席するようにし

ていましたが、遅刻する事も多々ありました。しかし、関根

副委員長と親睦の席でお話をして沢山の熱い言葉を頂戴し

てから考え方が変わり、もっと時間を調整して 11:00〜11:30

に会場に到着できるように努めて参りました。しかし、それ

でも目標としていた到着時間に間に合わない事も多々あり

ました。それでも自分の意識を変えてくれた仲間の言葉に

は、深く感謝しています。関根副委員長、ありがとうござい

ます。 

2年目になってもまだまだ会場の設営におぼつかない部分

があり、自分の勉強不足を痛感しています。今までは何とな

く準備をしていましたが、2年目になったことや鈴木委員長

が毎回マニュアルを片手に念密な確認をして、1回、1回の

例会に全神経を集中している姿を目の当たりにして、自分が

委員長を務める会報・広報委員会はもちろんですが、会場出

席委員会も全力でやってみようという気を起こさせてくれ

ました。鈴木委員長、ありがとうございます。 

現在は鈴木、関根の正副委員長が例会の進行を担っていま

す。ここに私も絡んでいきたいといつも思っています。間違

いなく委員会メンバーの皆さんは、誰が進行、設営等を務め

ても大丈夫と言われるように思っていますし、私自身も委員

会メンバーとして全力で頑張ります。早いものでもう下半期

となりました。まだまだ沢山の例会、そして岩槻ロータリー 

 


