














































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 原田晃博    例会場 : 割烹「ふな又」 例会日：第２・３・４木曜日  

幹事 津多一幸  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 

 

◆次回の例会◆ 平成３１年５月９日(木)  地区研修・協議会報告２       集合：１２時３０分 場所：ふな又 

 

皆様こんにちは！今月もロータリー活動 

にご理解、ご協力を戴き感謝申し上げます。 

いつも、ありがとうございます。 

さて今週の「心に刺さる言葉」をご紹介 

したいと思います。以前お話しをさせて戴 

いた森信三さんです。 

今回は「森信三の教育理念（佐藤実芳著）」の文章です。 

「しつけの三大原則」の３つめ、靴を揃え椅子を入れる

ことは、最も難しい事である。その理由は、このしつけが

「人間のしまり」と「お金のしまり」に繋がるからである。

金銭的な問題は結局、心の問題であるがゆえ、金銭的なこ

とは心にしまりがあるか否かで決まる。心にしまりがなけ

れば、金銭的にルーズになり、世間的な信用を失墜しかね

ない。その為、森は3つのしつけの中でこれが一番難しいと

考えていた。小学校5,6年生から家族の靴磨きをさせること

で、家庭の経済状況を理解することができ、家庭に見合っ

た分相応の行動を取ることができるようになる。 

ところで皆様の靴は誰が磨いてますか？奥様？お子様？

私の靴は当然、私が磨いております。以前は娘のローファ

ーも磨いておりました。さすがに細君の靴は磨く気になり

ませんでしたが‥。しょぼくれた靴もきれいにすると少し

はシャキッとしてくれます。私の気持ちもシャキッとして

くれれば良いのですが。 

「靴を磨く事は、心も磨く事」（どこかで聞いたような） 
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「積極的に参加し、ロータリーを実践し、みんなに豊かな人生を」

 

・地区より、2017～18年度の年次報告書と４月 

１２日に開催された地区研修・協議会の資料 

が届きましたのでご回覧下さい。 

・2019年 4月 14日～18日にアメリカ合衆国イ 

リノイ州シカゴで行われた国際ロータリー 

規定審議会についての議事録と提出立法案 

一覧表が届いております。 

・5月のロータリーレートは 1ドル＝112円です。 4月は 

110円です。  

・第３・第４グループガバナー補佐および実行委員長より、 

4月 19日に開催されたポリオ撲滅チャリティゴルフコン 

ペ参加についての御礼状が届きました。 

・人形のまち岩槻まちかど雛めぐり実行委員会より協力の御 

礼状と事業報告書が届きました。 

・さいたま市花火大会実行委員会より、今年 8月 17日（土） 

 

親睦委員長 鈴木 隆 
4月 18日(木)の移動例会にご参加頂きまし 

てありがとうございました。靖国神社では本 

殿に入っての参拝をし、原田会長から玉串を 

奉納して頂きました。浅草では芸人東ＭＡＸ 

がオーナーのもんじゃ焼店にて食事を楽しん 

まいりました。 

 ４月の誕生祝いについては、来月一緒にお祝いさせて頂き

ますので、ご了承をお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 
 

会長挨拶       第 56 代会長 原田晃博 

地区研修・協議会報告 

 

 

 

岩槻文化公園会場開催予定の花火大会協賛願いが来ており

ます。 

・公益社団法人さいたま観光国際協会より平成 31 年度功労

者表彰の推薦依頼が来ております。 

・大宮西ＲＣ、大宮東ＲＣ、大宮北東ＲＣより５月の例会予

定表が届きました。 

・来週 5月 2日は休日となるため休会、次回の例会は 5月 9

日（木）12時 30分点鐘です。           以上 

 

委員会報告 

 

 

 

会長部会  会長エレクト 三浦 宣之 
 

中川ガバナーの基調スピーチ  

年度計画書をしっかりとしたものにする。 

次年度は一番最初のページにクラブ戦略計画 

を載せる。その為に、現会長・エレクト・ノ 

ミニーとよく話をし、自クラブの長期計画、どのようなク

ラブにしていきたいかといった方向性を決めていく。 

 前年度の年度計画書を書き写しているだけのクラブが

見受けられた。今年度のＲＩのテーマ及び方針、そして地

区の活動方針・地区運営方針をしっかりと理解したうえで

クラブの各部門委員会の活動方針・活動計画を立ててもら

い、そしてそれを年度計画書に反映させて欲しい。これを

行うだけで、クラブも活性化される。毎年毎年同じような

事をしているから会員も増えず、辞めていく会員が出てく

るのではないか。 

マイロータリーの登録をお願いします。現会長の最後の

仕事として 100％の登録をお願いします。 
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出席報告 
会員数 出席数 免除者 ＭＵ 出席率 

28 8 1 3 42.86％ 

 

スマイル報告 
本日のスマイル合計 13,000 円 

年間累計額 536,000 円 

 

 

メンバー（50音順） 

小林 篤  鈴木 隆  関根信行  田畑寛樹 

津多一幸  原田晃博  増岡昌行  三浦宣之 

 🌼ご芳志ありがとうございました🌼 

スマイルＢＯＸより 

 

また、会員増強や広報などに利用して頂き、ロータリー以外

の方に活動を紹介する 

良い機会になればと思います。 

皆さんから多くの事例をご紹介下さいますようお願い申し

上げます。 

と表明されておりました。 

 

次年度、職業奉仕委員長としては、一つやりたい事がありま

すので、今後、委員会で揉んで 

議案に上げれたらと考えております。 

議案が通りましたら是非ご協力頂けたら幸いです。 

 

最後になりますが、私は、私達、経営者にとって「職業奉仕」

とは「人生哲学」と考えます。 

私が先ほど申し上げたのが全てではありませんし、職業人と

して、人生を懸けて学んで行くものと考えます。 

皆様、色々な方と少しでも、話をして学んで行けたら良いと

考えております。 

 

職業奉仕部会  

次年度職業奉仕委員会 委員長 関根 信行 
              

次年度、岩槻 RCクラブ職業奉仕部門委員長 

を行う関根です。どうぞ宜しくお願いします。 

次年度は田口副委員長・菊地会員・根岸会員・ 

田畑会員にて編成しております。 

 

 次年度 RI会長はマーク・ダニエル・マロニ 

ー会長です。 

テーマは「ロータリー・コネクツ・ジ・ワールド」「ロータリ

ーは世界をつなぐ」です。 

 

次年度、職業奉仕部門の委員長として大宮南 RC の黒臼 秀之

（くろうす・ひでゆき）委員長となります。 

 

奉仕プロジェクト担当諮問（しもん）の渡邉和良パストガバナ

ーのお言葉が 

プロジェクターにうつされたときに私の心に響いたので、伝え

させて下さい。 

 

ロータリーは、日常の職業活動を通じて、会社や取引先、地域

社会の人たちの模範となり、職業の品位を保ち、自ら選んだ職

業において最高度の論理的基準を推進すべく全力を尽くせと

言っています。 

つまり、ロータリーは利益を上げて会社経営を行いながら、社

会に奉仕する心を持って 

論理的に職業を営みなさいと言っているのです。 

この考えが他の団体と根本的に違っており、職業奉仕がロータ

リーの「金看板」と言われている所以（ゆえん）です。仰って

おりました。 

 

話を戻しますが、 

次年度、職業奉仕、職業奉仕委員会では職業奉仕の事例集を作

成したいと考えております。 

2770 地区、全クラブ、全会員にクラブ、個人で行っている職

業奉仕の事例をご紹介頂きたいと思います。毎年、各クラブの

職業奉仕委員長さんはどのような活動をしたらいいか 

苦労されているのではないでしょうか。事例集を作成する事

で、他のクラブや個人の奉仕活動に参考にして頂き、クラブ活

性化につなげて頂ければ幸いです。 

 

 

渡邊パスト（次年度地区研修リーダー） 

リーダーシップを磨くという事で、すべての例会や行事・研

修会・勉強会にはこの一年は全てに出席してください。クラ

ブで何が起こっているか、困っている人はいないか常に目を

光らせていて欲しい。 

年度計画書を作成するにあたり自クラブの過去 5年間の年度

計画書を分析し、継続事業は何か、又は新しい事業が必要か

検討して下し。そして年度計画書を年に 4回見返し方向性が

ずれていないか確認をする。 

 

鈴木次年度地区会計 地区予算について 

28000円から 24000円に減額し、クラブの負担軽減を図る 

 

小林ガバナーエレクト 

10月 24日にポリオのイベントを行う 募金活動等 

 岩槻クラブは公式訪問例会の日にあたるので大々的なイベ

ントは行えないので午前中駅前で募金活動を考えている。ポ

リオの活動は継続して行う 

  

                  

 

発 行   会報・広報委員会   委員長 出山知宏  副委員長 藤澤洋介  委員 志水一雄 中村 正 

ロータリー財団部会・米山奨学部会 

次年度幹事 増岡 昌行 
 

ロータリー財団部会 
各クラブ目標 

年次寄付 １名 ２００＄ 

ポリオプラス １名 ５０＄ 

恒久基金(ベネファクター)１０００＄   

初のベネファクター １名 

会員皆様のご寄付の協力をお願いします 

 

米山奨学部会 
各クラブ目標 

会員１名 ２５，０００円 

会員皆様のご寄付の協力をお願いします 

 

 

公共イメージ部会 

次年度会報・広報委員長 田畑 寛樹 
 

大貫等パストガバナーによる基調スピーチ 

公共イメージ部門委員長 梶間順子 

ロータリーの友地区代表委員 中里静博 

公共イメージ向上委員長 山岸和美 

 

 


