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小林利郎年度  第４４回  通算２６５８例会                平成３０年６月１４日 

― Ｔhe 55th anniversary ― 

 

◆次回の例会◆ 平成３０年６月２１日（木）     「年度を振り返って」     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。私事、業界のお話で大変恐縮 

ですが、これまで販売研修・セミナーの形態が変 

わってきております。CM等でもお気付きの方は 

いるかと思いますが“売り方”から最近では“買 

って頂き方”お客様主導の考え方を基準にという 

ことです。そして、１００年に一度の自動車革命とも言われ

るほど電気自動車・追尾システム・自動ブレーキシステム及

んでは自動運転等の開発が自動車メーカーや部品メーカー・

新興メーカー共同参画によって加速しています。それに伴っ

てタイヤも例外ではありません原動力がエンジンではなく音

の静かなモーターになればタイヤの静粛性も求められるよう

になり、車に不適合なタイヤを装着走行すればシステムは誤

作動を起こしてしまいます。私たちの知識もそれに追い着い

て行かなければなりませんね。原田エレクトの石油業界も大

きく動いておりますね。ENEOSブランドの JXホールディング

スとエッソ・モービル・ゼネラルを傘下におく東燃ゼネラル

が、出光とシェルが、キグナスとコスモが、それぞれ経営統

合。その様々な変化を単なる変化と捉えるか、危機と捉える

か、チャンスと捉えるかは私たち自身なのだと思います。 

先日、得意先でトレーニングマシンに触れさせていただく

機会がありました。相当以前のスプリング式の物とは違うシ

リンダーの油の流れを利用した油圧式の物でした。この方式

のマシンは、それほど力を使わなくても動かすことが出来ま

すが、もちろんそれでは効果は見込めませんね。私たちの社

業もロータリー活動も活かす事は自分次第という共通点があ

ると思います。そして日本人特有のチームワークという視点

で世界を感動させた平昌オリンピックでのパシュート競技、

空気抵抗を考慮した先頭選手の交代タイミング、後続、最後

尾選手とのスピード調整等、並の練習では感じられない競技

なのだと思います。 

当クラブもいよいよ本日、新旧理事会が開かれます。昨年

の今時期の小田年度から引き継いだチームワーク、小田会

長・田中幹事からの心づかいを模範として次年度 原田年度へ

引き継いで行ければと考えます。本日の例会、各部門委員長

による今年度一年間の総括よろしくお願いいたします。 

○挨○拶○文 の○行○間  

創立当時のタレを５５年間 

継ぎ足しで使い続けています 

ただ 放置しているとすぐに腐ってしまいます 

そのタレを腐らせずに継ぎ足しで使い続けていることは 

活力ある老舗クラブであること 

55th DNAは引き継がれて岩槻ロータリークラブ …toshi 

①中川高志ガバナーエレクトより、例会場や 

事務所などに禁煙ポスターの掲示要請が届 

いております。 

②公益財団法人ロータリー米山記念奨学会よ 

り「ハイライトよねやま」２１９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 

会長エレクト 原田晃博 
今年の岩槻まつりは 8月 19日(日)に人形博物 

館建設地においてジャンボひな壇 3段を設置し、 

開催。協賛金の御協力宜しくお願い致します。 
 

親睦委員長 中村 正 
小林年度最終例会にご出席宜しくお願いします。 

日 時 6月 28日(木)午後 6時点鐘 

場 所 桜茶屋 新館 

登録料 1人 7,000円 
 

会報・広報委員長 田畑寛樹 
6月号のガバナー月信 13頁に岩槻ＲＣ55周年 

記念式典の記事が掲載されております。 
 

2019～20年度ガバナー補佐 小田光司 
6月 13日、ホテルサンオークにて小林操ガバナ 

ーノミニーのもと開催された、2019～20年度 

ガバナー補佐顔合わせ会に出席して参りました。 

各部門年度報告              

委員会報告                       

 

管理運営部門 委員長 原田晃博 
 まず初めに小林会長、出山幹事、一年間お疲れ 

様でした。また小林年度の前半は鈴木隆会員に管 

理運営部門委員長を兼務して戴きました。その後 

を引き継いだわけですが、会場・出席委員会は鈴木真樹委員長、

関根副委員長をはじめ委員会メンバーの協力の基、スムーズな

例会運営が出来ました。また高橋真理以会員のご協力も助けら

れました。例会場の設営撤去等大変な委員会です。また田口プ

ログラム委員長におかれては、急なプログラム変更も迅速な対

応をして戴きました。総括として、両委員長をはじめ、各委員

会メンバーの多くのご協力によりスムーズな進行・運営が出来

ました。新ためて感謝申し上げます。ありがとうございました。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 13  3 61.54％ 

 

スマイル報告 
本日のスマイル合計 13,000 円 

年間累計額 1,250,000 円 

 

メンバー（50音順） 

小田光司  菊地 廣  木村郁夫  小林利郎 

鈴木 隆  鈴木真樹  田口雅弘  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        

がらいませんでした。こちらで数名見つけて準備してい 

る所です。 

 

◆青少年奉仕委員会 

 ①岩槻高校ＩＡクラブとポリオ撲滅募金活動 （8月） 

  本年度バザー販売は実施しませんでした。 

  インターアクト年次大会・協議会参加 韓国学生受け入 

れ・派遣なし 

 ②少年サッカー大会の共催（11月蓮田）55周年記念事業 

  蓮田ロータリークラブとの初の共催 岩槻区からも 3 

チーム出場。会員同志の交流にもなりました。 

 ③ライラ研修への参加 

  秩父にて実施  当クラブからの推薦 まきば園職員 

 

◆国際交流委員会 

 ①台湾桃園経国扶輪社との交流について 

  本年姉妹締結時期にあたり、こちらから提言させていた 

だき今後の締結は５年時毎に自動更新の方法にて両ク 

ラブ同意となりました。 

 ②当クラブの 55周年記念事業等に訪日され、又、当クラ 

ブからも記念式典に 5名が参加され交流を深めて来ま 

した。 

 

◆職業奉仕委員会 

 ①毎例会時においてロータリーの目的・四つのテストの唱 

和を会員が交代で実施 

 ②職場訪問の実施 川越少年刑務所参観 10月 親睦旅 

行に併せた。（群馬） 

  その他職業奉仕理念を学ぶ意味では、例会変更によりビ 

デオを使用した学習が出来なかったのは残念でした。 

 

会員増強維持部門 委員長 鈴木 隆 
この部門では田中芳明会員増強維持委員長と中村 

正親睦委員長率いる二つを担当させて頂き、両委 

員長には委員会を纏め、ご活躍をして頂きました 

ことに心より感謝申し上げます。田中委員長には、 

前期１名、後期２名、合計３名の増強をして頂き、小林会長の

５名増強目標には届きませんでしたが、素晴らしい人材の方々

にご入会して頂き成果を上げました。田中委員長はじめ委員会

の皆様にこの場をおかりいたしまして御礼と感謝申し上げま

す。また、中村親睦委員長には、限られた予算の中、前年同様

の事業を企画しロータリーの真髄でもある会員親睦のために

委員会としてご奮闘していただきました。また、親睦旅行では

他部門の職業奉仕委員会との合同事業を開催、お花見移動例会

では美味しい料理を食しての楽しい酒盛り等々、小林年度を盛

り上げて頂きあらためて親睦委員会の皆様には、心より感謝申

し上げます。何も出来ない部門委員長でしたが、一年間支えて

頂き誠にありがとう御座いました。以上、簡単ではございます

がご報告とさせて頂きます。感謝 

 

広報部門 委員長 鈴木 隆 
広報部門は、会報・広報委員会とロータリー情報委員会を担当

させて頂きました。田畑宏樹会報・広報委員長を中心に精力的

に毎回全員出席のもと内容の濃い委員会会議をして頂きまし

た。会報発行につきましては、いつも渡辺事務局員さんに素晴

らしい内容に纏めて頂き、会員皆様に毎週お届けすることが出

来ましたこと、心より感謝申し上げます。 

また、SNS(フェイスブック）にクラブ広報として田畑委員長に

は毎例会ごとにフェイスブックにアップして頂き、クラブは元

より多くの国内外のロータリアン及び一般の方々にも岩槻ロ

ータリークラブ例会及び活動の様子もお知らせして頂きまし

た。田畑委員長の熱意に頭が下がる思いです。委員会の皆様に

は、１年間本当にお疲れ様でした。 

ロータリー情報委員会塩田淳司委員長は、今年度ロータリーの

友を読んで会員の皆様に毎月感想のスピーチを御願いして参

りました。会員個々の感想が聞けた事は、素晴らしい事だと思

いましたが、でも誠に残念ながら、途中で途切れてしまい心残

りが御座いました。 

是非、次年度も継続して戴ければと思います。 

最後に、両委員会の皆様には１年間大変お世話になりました。

心より感謝申し上げ、ご報告とさせて頂きます。ありがとう御

座いました。感謝             

 

奉仕部門 委員長 中村 正 
◆社会奉仕委員会 

 ①岩槻まつりへの参加 8/20 セレモニー 

  会員・岩槻高校ＩＡＣ 

  岩槻駅東口にて募金活動 

  まつりへの協賛金 クラブ扱 275,000 円 クラブ外 6社 

 ②東日本復興支援 

  竹駒保育園ＡＥＤ設置整備事業（9月）５５周年記念事業 

  施設利用者の命の安全を図る目的 

 ③公共施設しだれ桜植樹事業（12月）５５周年記念事業 

  ＲＩメッセージ 一人一本の植樹により環境保護・美化を 

考慮。区内本丸公民館前緑地帯 会員一人一人の思いを込 

めて！ 

  遠藤会員に多額の指定スマイル 

  ☆元江原会員の奥様より多額のご寄附をいただきました 

が、資金の一部を腎・アイバンク協会に社会奉仕事業の 

一環として寄付させていただきます。 

 ④ブライダルの登録につきましては、年度開始時登録者紹介 

カードをみなさんにお配りしてお願いしましたが残念な 


