














































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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４０回  通算２６５４例会                平成３０年５月１７日 

― Ｔhe 55th anniversary ― 

 

◆次回の例会◆ 平成３０年５月２４日（木） 桃園経国ＲＣ１７周年式典参加報告  点鐘：１２：３０ 会場：ふな又 

 

会長挨拶       第 55代会長 小林利郎 

皆様こんにちは。本日は、当クラブの根岸節子 

会員の社会福祉法人隼人会 まきば園のスタッフ 

の皆様、来訪いただき有難うございます。 

皆様には、今年度の地区 RYLA研修セミナーでの 4 

回の研修に参加をいただきました。大変お疲れ様 

でした。今年度 RYLA研修セミナーは、参加をした 

若者が自分の可能性を発見し、地域社会やキャリアを通じて、

また生涯を通じてリーダーとしての指導力を発揮していくのに

必要なスキルを身につけるチャンスを提供し、特に今年度は「埼

玉再発見」をテーマとされて開催されました。後ほど、その報

告を頂くことになっております。よろしくお願い致します。 

 探しております！４月１７日発刊大宮北 RC 週報に鈴木弘会

員の卓話が掲載されていました。その内容は、伊奈町にあるリ

ハビリテーション専門の希望(のぞみ)病院を好評価した内容で

した。それを当クラブ会員の「何方か？」が例会において閲覧

し、家族が希望病院の関係者ということで病院スタッフにお伝

えしたところ病院から大宮北 RC鈴木弘様に御礼の連絡があり、

それを病院に伝えてくださった当クラブの会員「何方なのか？」

探している旨、５月１５日大宮北 RCより連絡があり、事務局 渡

辺さんが対応されたということですので、心当たりの方は、お

知らせ下さい。 本日もよろしくお願い致します。 

 

○挨○拶○文 の○行○間  

１０歳代のころ ２０歳過ぎたら早いよといわれて 

２０歳代本当に早かった 

でも３０歳代も もっと早くて 

４０歳代 更に早く・・・ 

安心感あるいは充実感 

若いころは生意気やって背伸びして 

勢いで攻めまくって 

生意気な人に批判されて 

やがて まわりが見えてきて 

謙虚になることにも気づきます 

ドライブに行って 

帰りは早いとよくいいます 

行きに一度見た風景だから 

顧客訪問しても帰りは違う道で帰ってくる 

すると 新しいお客様が見つかる 

生きる事もそうやって 

自分の中で大風呂敷を広げて 

それについて努力する生き方 

今までと違う生き方すると 

本当の充実した 真面目な人生にも出会える・・・かなあ …toshi 

① 地区より 2018-2019年度危機管理委員会の 

  名簿（緊急連絡網）が届いております。 

  ご回覧頂いた後にクラブ事務所に保存致し 

  ます。 

② ハイライトよねやま 218号が届きましたの 

  でご回覧下さい。 

 

幹事報告             幹事 出山知宏 

55周年記念誌・記録責任者 鈴木 隆 
担当者で打ち合わせを重ね、８月をめどに記念 

誌を発行したいと思っております。 

ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

パスト分区代理・ガバナー補佐会議報告 

 鈴木 隆 
5月 10日寿々家において開催されたパスト分区代理・ガバ

ナー補佐会議において 2019-2020年度第４グループガバナ

ー補佐候補として小田光司会員の選出に満場一致の賛成

で可決されましたのでご報告致します。 

本日お客様 

まきば園 

生活相談員  

岡島 尚 様 

鴻巣まきば園 

生活相談員 

長島佑樹 様 

委員会報告                       

 

岩槻まきば園 

園 長  

根岸 陵 様 

社会福祉法人隼人会から 5 名のお客様です。 

武里まきば園 

調理員  

新井さとみ様 

岩槻まきば園 

ケアスタッフ 

杉内勇太 様 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

26 14  2 61.54％ 

 

スマイル報告 
本日のスマイル合計 15,000 円 

年間累計額 1,194,000 円 

 

メンバー（50音順） 

小田光司  菊地 廣  小林利郎  塩田淳司 

鈴木 隆  関根信行  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  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        

テーマ 
「埼玉再発見～観光と林業で町の活性化を図る。」 

研修生 
まきば園生活相談員    岡島   尚 様 

鴻巣まきば園生活相談員  長島 佑樹 様 

岩槻まきば園ケアスタッフ 杉内 勇太 様 

武里まきば園調理員    新井さとみ 様 

スケジュール 
●1日目 秩父駅周辺の視察（観光） 

 秩父神社 まつり会館 羊山公園・芝桜の丘 龍勢会館 

合角ダム 宮本の湯入所 開会式 

●２日目 秩父市産業の歴史と現状 

 蒔田（国指定重要文化財）美の山公園 伊古田純道と竹島

勉 兎田ワイナリー 海底地すべり跡 札所 33 番菊水寺 

秩父ミューズパーク 

 夕食：懇親会 

●３日目 閉所式 研修生発表 

 秩父鉄道長瀞ライン下り 岩畳自由見学  花園フォレ

スト（洋菓子アウトレット） 

  

 

 
 

 

ＲＹＬＡ研修報告              ・私の職場はほとんどのスタッフが年上で、普段なかなか同 

年代の方たちと接する機会がないので、研修前はうまくや 

っていけるのか不安ばかりでした。特に年下には昔から苦 

手意識を持っているというのもあります。ですが、いざ始 

まってみると案外他の研修生と打ち解けることができ、埼 

玉再発見ではなく、自分再発見になりました。 

・宿泊研修最終日、「秩父再発見」をテーマに２日間の秩父研 

修を通じて気付いた秩父の魅力についてグループ発表を行 

いました。 

《発表内容》 

私たちの秩父に対する勝手なイメージ 

は自然豊かな環境で長瀞のライン下り 

と夜祭が有名ということでしたが、そ 

れ以外に秩父ワインやイチローズモル 

ト、メープルやＳ級ポークなどの隠れたグルメがあり、羊 

山公園や秩父ミューズパークなどの隠れた観光地もあり、 

秩父って魅力のあるところなんだという事が分かりまし 

た。また龍勢祭りや菊水寺などの伝統や文化を守っている 

ことも素敵だなと気付くことが出来ました。秩父は産業の 

街から観光の街へシフトしているそうですが、観光地とし 

てはコンビニや街灯が少なく道幅も狭い事から観光地とし 

ての整備が整っていないように思いました。映画「あの日 

見た花の名前を僕たちはまだ知らない」で、若者の観光客 

が増加していたり、メープルなど新しい魅力も加わってい 

るので、早急に改善していかなくてはいけない部分がある 

事も分かりました。私たちが勤めているまきば園は今年度 

から外国人技能実習生の受け入れを開始し、ベトナムやフ 

ィリピンなどの外国人の方と一緒に仕事をしていきます。 

言葉の事で少し不安を感じていましたが、中国人の研修生 

仲間との交流や発表を聞いて、一緒に頑張っていけると思 

うようになりました。 

研修生感想 
・事前研修でリーダーシップとは何 

かを討論した時に、まず私が感じ 

た事は、同じグループの私より年 

上の方のトーク力、討論をうま 

くまとめてスムーズに進行して下 

さり、とても討論しやすいと感じました。それでも（自分も） 

いつかはこうなれるようになりたいと思いました。 

私は、リーダーとは部下やメンバーを一つにさせようと 

働きかける事ではないかと思いました。リーダーはなにかし 

らの仕事をする際には、その全体像を見渡して、その仕事の 

目的やゴールを他のメンバーに冷静に示すことが大事だと 

思いました。 

リーダーは言動そのものが他のメンバーに対して大きな 

影響を与えてしまうので自らがメンバーにどう見られてい 

るのか、どう感じられているのかを気を配り、たとえ困難な 

仕事でも率先して行うという模範を示すことが必要だと思 

います。このようなことを今後介護の業務やお客様やご家族 

様との接し方等日頃から意識して取り組んでいきたいと 

・今回の宿泊研修を通して、埼玉県にはあまり知られていない 

素晴らしいものや、素晴らしい場所があるという事がわかり 

ました。 

私は、埼玉県に住んでいますが、秩父に 

は２回しか行ったことがありませんで 

した。しかし、秩父について知れば知る 

ほど、秩父にはたくさんの魅力があると 

いうことが分かりました。自然はもちろ 

ん、美味しい食べ物や、ウイスキー、

ワイン、また、カエデの木で秩父の山を守っているなど、

自然を守るという、とてもすごい環境保全活動をしている

ということが分かりました。 

今回の研修で一番楽しみにしていたライン下りが出来な 

くなってしまったことはとても残念でしたが、このライラ研 

修に参加して、埼玉県の新しい魅力や、いろんな業種の人、 

またいろんな国の人とのコミュニケーションを取ることが 

出来るようになり、今後活かせていけたらいいなと思いまし 

た。このような貴重な体験をさせて頂き、ありがとうござい 

ました。 

 

 


