














































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 出山知宏    例会場 : 割烹「ふな又」 例会日：木曜日 （月３回） 

幹事 鈴木真樹  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◆   令和２年１０月１５日（木） 部門セミナー報告 点鐘：18：00 会場：ふな又 

 

皆様こんにちは。新型コロナウイルス感 

染症問題で、まさか自身の身近にと思う方 

もまだまだ沢山いらっしゃると思います。 

私自身も世間でこれだけ騒がれているにも 

関わらず、心のどこかで対岸の火事的なイ 

メージを持ち合わせていたところも正直ご 

ざいます。しかし今では、アメリカ大統領のトランプ氏や

各界の著名な方をはじめ、身近な陽性者の情報も入るよう

になりました。 

ここで改めて思うのは、これから withコロナやアフター

コロナといわれる時代、コロナとの生活を考える中で、自

身が感染しないよう対策する、また自身が周りに感染を広

めないよう努める、これを実施するには絶対的に情報が必

要です。 

これから寒い季節が訪れ、コロナに限らずウィルスが活

発な季節となります。少なくても自身の体調が悪く、陽性

を疑わしき状態に陥った際は、どこか後ろめたい気持ちは

誰でもあるかと思いますが、情報発信が大切かと思います。 

それと、情報を受けた側の対応もしっかり考え、その上で

行動する事も大切な事と、改めて感じる次第です。 

 

 

 

出山年度 第１０回 通算２７３１例会     令和２年１０月８日 
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Weekly Report 
クラブ・スローガン「 ロータリーを実践し、新たな出会いを・・・ 」

 

会長挨拶      第 58 代会長 出山知宏 

幹事報告            幹事 鈴木真樹 

本日入会式を行い、新会員おふ

たりを迎えることができました。 

伊藤健太会員、蛭川正太会員、

ようこそ岩槻ロータリークラブ

へ！会員一同お二人の入会を心

から歓迎致します！ 

 

① 国際ロータリー日本事務局経理室より 

2020年 10月の RIレートが届いており 

ます。10月のロータリーレートは、1 

ドル＝105円となっております。 

② 地区より、世界ポリオデー啓蒙活動の 

ご案内。 

10月 24日は「世界ポリオデー」の日で、今年度はコロナ

感染拡大防止の観点からイベントが出来ない為、各クラ

ブでポリオデーに合わせた啓蒙活動のお願いが書かれ、

また、10月 24日（土曜日）ポリオデー（ハイブリット形

式）オンラインにて行われます。後程 回覧いたします

ので参加したい方がおりましたら、私か事務局までお伝

え下さい。 

 

新会員入会式        

蛭川
ひるかわ

正太
しょうた

会員 
(株)大塚商会 

久喜支店 

幼い時から書道と剣道（四

段）をずっとやっておりま

した。趣味はゴルフです。

ぜひ皆様とご一緒させて

頂けたらと思います。 

   

 

伊藤
い と う

健太
け ん た

会員 
明治安田生命保険（相） 

岩槻営業所 

群馬と仙台を経て、この度

岩槻に着任しました。秋田

生まれでお酒が好きです。

趣味はゴルフ、キャンプで

す。岩槻を知りたいと思っ

ています。 

委員会報告    職業奉仕委員会 原田晃博        

地区職業奉仕部門講演会《夜話会》 

講師は株式会社ファイブイズホーム社長で 

第 2570地区パストガバナーの細井保雄様 

です。ZOOMによるオンラインも同時開催 

です。ご登録よろしくお願いします。 

日時 2020年 10月 30日（金）17：00開演 

場所 パレスホテル大宮 

 

③ インターアクトクラブ顧問教師会よりインターアクトジ

ャーナル第 40語（追加原稿あり）がきております。 

④ ロータリー米山記念奨学会より 2019年度事業報告、決算

報告、および「米山学友の群像」が届いております。 
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出 席 報 告 
会員数 出席数 免除者 ＭＵ 出席率 

30 17 1 4 73.33％ 

 

スマイル報告 
本日のスマイル合計 19,000 円 

年間累計額 256,000 円 

 

 

メンバー（50音順） 

伊藤健太 岩槻ロータリークラブの皆様、よろしくお願い致 

します。 

小田光司 入会おめでとうございます。 

小林 篤 伊藤さん、蛭川さん、入会おめでとうございます。 

よろしくお願いします。 

小林利郎 蛭川さん、伊藤さん、入会おめでとうございます。 

小林佑次 伊藤さん、蛭川さん、ご入会おめでとうございま 

す！ 

鈴木真樹 蛭川さん、伊藤さん、岩槻ＲＣへようこそ。小林利 

郎委員長、本日の卓話楽しみです。宜しくお願い 

します。 

田中芳明 ご入会おめでとうございます。 

田畑寛樹 伊藤さん、蛭川さん、ご入会誠におめでとうござ

います。これから末永く宜しくお願い申し上げま

す。皆様、本日もよろしくお願い申し上げます。 

津多一幸 入会おめでとうございます！ 

出山知宏 蛭川さん、伊藤さん、これからロータリアンとして 

よろしくお願いします。 

内藤 明 入会おめでとうございます。本日もよろしくお願 

いします。 

原田晃博 入会おめでとうございます。 

蛭川正太 岩槻ロータリークラブの皆様、この度入会させて 

頂きます。今後ともよろしくお願い申し上げます。 

三浦宣之 伊藤さん、蛭川さん、入会おめでとうございます。 

末永く宜しくお願いします。 
 

🌼 たくさんのご芳志ありがとうございました 🌼 

であり、そのためには、特に次に述べる四つのことが大切

である。 

⑴こういう奉仕の理想に賛成してくれる仲間をたくさん増 

やすこと。 

⑵だれから見ても道徳的に怪しまれることがないよう、誠 

実に良心的な仕事をすること；職業上の取引は対等であ 

って仕事に上下の差はない－いつもお互いに相手の立場 

を尊重し感謝すること；社会に奉仕するための職業なの 

だから、自分の職業は品位あるものでなければならない。 

⑶私たち会員は個人的な日常生活でも、職場でも、また広 

く社会的な関係でも常にみんなのためになるかどうか、 

を考え、奉仕の精神で行動しなければならない。 

⑷こういう奉仕の理想を身につけて、それぞれの仕事に精 

出している世界中の人々と友達になり、相手の国のこと 

もよく理解し合って、戦争のない平和な世界をつくるこ 

と。 

2580 地区(東京・沖縄)ＰＧ 

 

スマイルＢＯＸより 

オンライン出席でのスマイルはこちらへ…  埼玉りそな銀行岩槻支店 (普)1445466 岩槻ロータリークラブ 

〇会員数について地区の現況… 

今年度期首 2,415名（内女性 201名） 

９月末現在 2,434名（内女性 199名） 

会員数 30名以下のクラブ 45クラブ 

〇30名以下…現会員数が丁度良いのか？ 

増やすべきなのか？ 

数の問題ではなく会員皆が充実した心地よい楽しいクラブ 

でいること、個人の事情で余程の事がない限り退会者が出な 

いクラブでいることだと考えます。自身のロータリアンでい 

られる訳や入会のきっかけ、心意気をあらためて考えてみま 

しょう。 

 

私たち会員の殆んどは職業に就いて、その社業の発展に尽力

されている、或いは尽力されてきた方だと思います。ロータリ

ーは、その職を通じて経済的にも時間的にも多少でも得た余裕

と、職で培った知識や能力を社会奉仕に活かせる場だと私は考

えます。もちろん私たちの職業自体も社会の役に立っている筈

で、ロータリーに入会して、その活動を通じてロータリアンと

しての価値観を仲間と共有出来て、またその逆もあり、職場に

活かせる事もあって、ロータリーに参加して仲間と顔を合わせ

ただけで仕事に対する緊張感から解放されて「ホッ！」と出来

る場所であってロータリーを楽しんでいられるのではないで

しょうか。 

「ロータリーは人生の道場」、「ロータリーに Noはない」言

われたことあるでしょう。 

私も言われたことがあります。「ロータリーは軍隊ですか？」

と、ある若い会員に訊かれたことがあります。いずれの言葉も、

本当の意味でお互いの尊敬が確立出来ている方に言われたの

でしたら説得力もありますが、それが無ければ、つもり
・ ・ ・

の言葉

で無責任な言葉にしか解釈できませんね。 

主観ですが、ロータリーは自身の生き方の一部で全部ではあ

りませんね。価値観を享受される所ではないと思います。「道

端に木が倒れていたら、みんなはそれを跨いで通り過ぎて行っ

ても見て見ないふりができない」という話をさせて戴きまし

た。出山会長もその場に立ったら、その木を直視すると答えて

くれました。会社・事業の経営は生き方の反映で自身の価値観

の実践だと思います。 

自身の生き方を楽しもうと期待して入会したロータリーク

ラブ・・・toshi 

 

会員増強委員会       委員長 小林利郎 

＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ 

 

小学校でお話しする 

「 ロ ー タ リ ー の 綱 領 」 
[ロータリーの目的] 

文献邦訳諮問委員 佐藤 千尋 (東京都) 

どんな職業でも、〝利益は奉仕に対するご褒美として与えられ

るものでなければならない〟というのが、ロータリーでいう

「奉仕の理想」である。だから、そういう理想を、さらに一層

高めて、これを世界中に広げていくのが、私たち会員の目的 


