














































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 原田晃博    例会場 : 割烹「ふな又」 例会日：第２・３・４木曜日  
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◆次回の例会◆ 平成３１年６月１３日(木) 岩槻東パスト会長杉田政男様卓話  点鐘19時00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、本日の例会は「ライラ報告」です。 

今年も岩槻ロータリークラブに所属する根岸 

会員の「まきば園」さんから4名の方々に参加して戴きまし

た。今年は「屋久島」の地にて研修を受けて戴きました。私

自身は屋久島には行った経験はありません。少し屋久島に関

してお話します。屋久島の位置は鹿児島県の大隅半島から約

60㎞にある島です。近隣には種子島や口永良部島があり、大

隅諸島を形成します。島の周囲は約130㎞あり、豊かで美し

い自然があり、島の90％が森林だそうです。1993年にはユネ

スコの世界遺産へ登録されました。島内の電力は水力発電で

賄われており、緊急時は火力発電を活用しているそうです。

ちなみに観光地ランキング上位は縄文杉、ウィルソン株、大

王杉、苔むす森、白谷雲水峡、くぐり杉等、かなりの大自然

のオンパレードです。そのような中での「ライラ報告」を楽

しみにしております。ライラ研修生の皆様、よろしくお願い

します。以上、会長挨拶と致します。 
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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」

 

 

・「たかつえ地区マウンテンバイクリゾート 

構築による地域興し事業推進委員会」主催 

「第８回走ってみっぺ南会津！2019」協賛 

のご案内 

日程 7月 15日（月･祝）開催（雨天決行） 

お申し込みは 6月 24 日（月）まで。 

 

会長挨拶       第 56代会長 原田晃博 

 
委員会報告 

 

 

 

親睦委員長 鈴木 隆 

6月 20日(木)夜間例会では、原田年度最終 

例会となっております。会長のご意向で、出 

席者の会費負担はございませんので、ぜひ多 

くの会員皆さまのご出席を宜しくお願い致し 

ます。 

 

研修リーダー 鈴木 隆 

ロータリーの友 6 月号、横書き 17 ページ「2019 年規定審議

会報告 ロータリーの根幹を決めるのは草の根ロータリア

ン」。欠席のメークアップに関して、今までの例会の前後 14

日間という規定を同年度内とした米国の CloquetＲＣからの

制定案。これは今までの例会出席を厳しく組織規程では縛ら

ないで、クラブの考え方（クラブ細則）に委ねられると解釈

します。 

 

次年度幹事 増岡昌行 

明日、6月 7日（金）18時 30分より、次年度 

部門・正副委員長会議を行います。その後懇 

親会も予定しておりますので、ご出席を宜し 

くお願い致します。 

 

 

 
 

詳しいお問い合わせは地区地域社会奉仕委員会小池洋士

（こいけひろし）委員長までお願いします。 

・6月のロータリーレートは 1ドル 110円となります。 

・ＲＩ日本事務局より財団室ニュース 6月号が届きました。 

・3月 14日の 3 クラブ合同例会にて、素晴らしい演奏を披露

して頂いた、元財団奨学生の平澤仁（ひらさわ じん）さ

んが出演されるコンサートのご案内です。 

日時 6月 29日（土）午後 2時開演 

場所 蓮田市総合文化会館ハストピア どきどきホール 

お時間がある方はぜひ足をお運びください。 

・5月 15日に開催された第 44回岩槻チャリティゴルフ大会 

への協力と参加について、小島信昭会長と斉藤進実行委員 

長より御礼状が届いております。 

・大宮西ＲＣ、大宮東ＲＣ、岩槻東ＲＣ、大宮北東ＲＣより 

６月の例会予定表が届きました。         以上 

 

 

 

本日のお客様 

社会福祉法人隼人会 

岩槻まきば園  

園長 根岸 陵 様 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出席報告 
会員数 出席数 免除者 ＭＵ 出席率 

28 13  1 50.00％ 

 

スマイル報告 
本日のスマイル合計 17,000 円 

年間累計額 604,000 円 

 

メンバー（50音順） 

小田光司  菊地 廣  小林利郎  鈴木 隆 

鈴木真樹  関根信行  田口雅弘  田畑寛樹 

津多一幸  中村 正  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 

 

白谷雲水峡では、きれいな 

新緑、澄んだ空気を感じるこ 

とが出来ました。滝と清流が 

とても多くあって、水が豊富 

なため、地面から木々にかけ 

ておおくの苔が生い茂ってい 

る光景が印象的で、人の手で 

は作れない、本当にきれいな環境だなあと感じました。 

２日目の屋久島里めぐりエコツアーでは、屋久島の気候に

合わせた地酒づくりを行っている集落を見学しました。 

 

研修を終えて、あらためて、自然環境保全の意義や、それ 

に取り組む難しさを学びました。また、全ての研修を終え、 

リーダーシップに対する考え方も大きく変わりました。こ 

の研修の参加者は年齢も職種も幅広く、仕事への取り組み 

方、コミュニケーションの大切さを実感しました。私も役職

についているのですが、スタッフ一人一人の能力、適性を認

識し、本人にそれを認識させ、仕事の割り振りや教育、接し 

方などを工夫して、今後仕事 

の中で、この研修を通して学 

んだことを活かしていきた 

いと思います。また、人前で 

発表するのは苦手ですが、今 

後も機会があれば前向きに 

取り組んでいきたいと思い 

ます。 

 

ライラ研修では屋久島を 

訪れる前に 2回の事前研修 

が開催されます。その事前 

研修では大宮アルディージ 

ャの秋元利幸さんからお話 

を聞くことができました。 

私はどちらかというと消極 

的で、自分から動き出すことが苦手だと考えています。失敗し

た時のことを先に考えてしまい、動き出すのが遅れてしまいま

す。やってみなければ分からないのに失敗を恐れ、実行する勇

気がいつもありませんでした。ですが、秋元さんの話を聞いて、

失敗を恐れず動き出さなければ成功することはできないと思

いました。秋元さんは「自分はすごくない。失敗ばかりだ。周

りに優秀な人がいて力を貸してくれたから成功する事が出来

た。」とおっしゃっていたのですが、自分から動き出さなけれ

ば周りから力を借りることも出来なかったと思うので、私も失

敗を恐れずに行動していきたいと思います。 

また、チームビー！事務局の渡邊由紀子さんからは、にほん

みつばちに関る環境問題として「日本ミツバチの減少」につい

て伺いました。最初は自分たちには関係のない話だと思ってい

ましたが、ミツバチが花から蜜を取る行動によって受粉が行わ

れていますが、ミツバチの減少によって野菜や果実の育成に影

響が出てしまいます。ミツバチ減少の原因の一つは地球温暖化

です。これ以上ミツバチを減らさないためには、「空気を汚さ

ない。水を汚さない。食を汚さない。人を汚さない。地球を汚

さない。」この 5つを守ってほしいと学びました。 

買い物をする際にはエコバッグを持参し、レジ袋を貰わないよ

うにする。電器やエアコンをつけっぱなしにしない。など、こ

れ以上環境を破壊しないよう一人一人が意識して生活してい

く事が大切だと感じました。自分が出来ることから少しずつ取

り組んでいければ、少しでも環境保全に繋がっていくと私は思

います。 

4月13日（土）～15日（月）、 

私たちは鹿児島県の屋久島 

でライラ研修セミナーに参 

加しました。屋久島の魅力 

は、人々が暮らす島でありな 

がら、貴重な自然が残されて 

いるので自然遺産としての 

価値があるという事です。 

また、屋久島は標高によっ

て気候が異なるので、北海道から沖縄までの生態系を観察する

事ができるそうです。そのため、数ある秘島の中でも珍しい島

であるということを知りました。 

 

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 

ＲＹＬＡ研修報告 

 

 

 

 

 

武里まきば園 

田之口佑輔 様 

まきば園 

伊藤将大 様 

鴻巣まきば園 

黒川 希 様 


