














































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 田中芳明    例会場 : 割烹「ふな又」 例会日：木曜日 （月３回） 

幹事 小田光司  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 3 年 10 月 14 日（木） クラブフォーラム 点鐘：12：30 会場：ふな又 

 

皆様こんにちは！ 

松本ガバナー、三枝ガバナー補佐、新保 

地区副幹事、本日は公式訪問例会の為、 

岩槻にお越しいただき有難うございます。 

改めまして、御礼申し上げます。 

私は 8年前に岩槻 RCに入会しました。 

今までの会長の方が公式訪問例会に対し 

て緊張しながら行動されていたのを見てきました。先ほ

どまで松本ガバナーと懇談会を行っていました。ガバナ

ーと長時間お話しするのは初めての経験なので最初は緊

張しましたが、ロータリーの友 7 月号においてガバナー

が自分を表す言葉に「おおらか、食いしん坊、ポジティ

ブ」と書かれていた通り非常におおらかに岩槻 RCのこと

をご質問頂き、私やエレクトからの RCについての質問に

も丁寧にお答えいただきました。 

ご指摘いただいた中で、岩槻 RC 定款が現在の RI 細則

に対して古いので手直しをしたほうがより良くなること

と、ロータリアンの行動規範に 5 番としてハラスメント

に対して追加になっていることを教えていただきまし

た。この部分は早急に対応したいと考えています。 

又、その中で好きな本は司馬遼太郎書の「坂の上の雲」

とあり、理由として明治の若者群像がみずみずしいから

とおっしゃられています。私も歴史小説における人間ド

ラマが好きで司馬遼太郎や山岡荘八や津本陽などが書い

た本はよく読みました。この本は同時期に伊予松山に生

まれた 3名、後に「日本騎兵の父」といわれた陸軍大将・

秋山好古、弟で日露戦争においてバルチック艦隊を打ち

破る参謀として活躍した後の海軍中将・秋山真之、その

友人で現代短歌の先駆者である正岡子規達の成長と活躍

を描いた作品です。成長するにあたり自分の信念におい

て突き進むタイプや色々と考え葛藤しながら成長してい

くタイプの人間などが絡んでいく描写は読んでいて引き

込まれるものがあります。 

先ほどお話ししました登場人物の一人、秋山真之の言葉

に「人の頭に上下などない、要点を掴むという能力と、 
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お客様紹介          

国際ロータリー第 2770地区 

ガバナー 

松本 輝夫 様 
（さいたま中央） 

不要不急のものは切り捨てるという大胆さだけが問題

だ。」という言葉があります。岩槻 RC も同様に、時代に

合わせながら要点を掴んだ奉仕事業を行い、ときには今

までの奉仕事業を大胆な考えで停止することも大切なこ

とだと思います。それが、岩槻 RCの成長だと考えていま

す。 

これより松本ガバナーからの卓話、休憩をはさんでク

ラブ協議会と長時間になりますがメンバーの皆様どうぞ

よろしくお願い致します。 
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幹事報告         幹事 小田光司 

本日、松永豪（まつながたけ 

し）会員の入会式を行い、松 

本ガバナーからロータリーバ 

ッジを授与して頂きました。 

松永会員ようこそ岩槻ＲＣへ！ 

ご入会を会員一同心より歓迎 

致します。 

  

 

新会員プロフィール 松永 豪 会員 
 

事業所     (株)松永住建 

 代表取締役 

事業所所在地  岩槻区府内 

主要業務    総合建設業 

ロータリー歴  無 

 

 

「本日入会させていただきました松永です。 

 以前父（松永兼治さん）が会員としてお世話になってお

りました。府内で建設業をやっております。今回小林篤

会員にお声がけ頂き入会させていただくことになりまし

た。 

今後ともどうぞよろしくお願い致します。」 

 

発行：会報・広報委員会 委員長 増岡昌行 副委員長 内藤 明 委員 菊地廣 中村 正 田畑寛樹 岡野育広 

 

ガバナー公式訪問  
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皆さんこんにちは。２０２１－２０２２年度ガバナーの

松本輝夫です。 

本日は、公式訪問で貴クラブに伺うことができました。大

変光栄でございます。 

２７７０地区の活動方針、運営方針等についてお話しさせ

ていただきます。 

 

地区活動方針は、本年度ＲＩ会長シェカール・メータさ

んが掲げられている、「奉仕しよう みんなの人生を豊か

にするために（SERVE TO LIVES）」と一緒です。 

シェカール・メータさんは、国際協議会で「超我の奉仕」

に触れられた上で、「奉仕するとき、誰かの人生だけでは

なく自分の人生も豊になる」と述べられています。ロータ

リーで奉仕事業を行うことをロータリーの旅路と表現さ

れることがあります。これはロータリアンとして奉仕事業

を行っていくことは自分を鍛錬し成長する旅をしている

のであると言うことだと思います。 

 ここで、シェカール会長のテーマ発表時のビデオを見て

いただきます。国際協議会でテーマを発表されたときのも

ので、とても感動的なものですので、皆さんにも味わって

いただきたく全体で４０分ほどのものでしたが８分程度

にまとめてありますのでご覧下さい。 

 完全版は貴クラブの「クラブ年度計画書」に掲載されて

います。 

私は、「・・・６，７人目の後に突然、この人たちが抱え

る苦境に共感し、彼らの痛みと困難を感じ、自分よりも彼

らのことを考えるようになったのです。その瞬間、私は、 

 

1.2021年 10月のロータリーレートは 1 

ドル＝112円となります。 

2.地区より地区大会のご案内と地区大会 

クラブ紹介についてのお願いが届いて 

おります。 

3.R2770地区 YouTube動画「みらいの扉 

―まっチャンネルー」のご案内が届い 

ております。 

4.世界ポリオデー トレインジャック PJ「ポリオ根絶ウ

ォークラリー」のご案内が届いております。 

5.「ボランティアマッチング ACT」ご協力のお願いが届い

ております。 

6.公益社団法人さいたま観光国際協会より ICE News 36

号が届いております。 

7.財団室 NEWS2021年 10月号が届いております。 

8.大宮西ロータリークラブ、大宮北ロータリークラブ、大

宮東ロータリークラブ、岩槻東ロータリークラブ、大宮

北東ロータリークラブから 10 月度例会予定表が届いて

おります。 

9.岩槻東ロータリークラブから週報が届いております。 

10.公益社団法人ロータリー米山記念奨学会より 2020 年

度決算報告が届いております。 

以上 10点よろしくお願いいたします。 

 

新会員入会式          



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

少に歯止めをかけ、増加に転ずるように持って行きたい

と考えます。 

そのためには、やはり私たちロータリアンが地域や世界

で如何によいことをしているかを世間の皆様に知って

もらうことが必要であると考えます。 

それには、皆さんが地域で行っている奉仕活動があり、

それを多くの地域の方々が知ること、また、世界ではポ

リオ根絶のための活動、また、これからアフリカザンビ

アで６００万ドルをかけて行うマラリア根絶のために

政府とともに行う奉仕事業、皆さんのクラブがそれぞれ

行っているグローバルファンドを使った奉仕事業を知

ってもらうことが必要です。 

これらを効果的に広報し、会員増強に資することができ

ればよいのではないでしょうか。ロータリーで友ととも

に行う奉仕活動は、楽しくないはずがありません。みん

なで楽しみながら地域や世界によいことをしましょう。 

どうぞ一年間よろしくお願いいたします。 

 

◆次回の例会◆ 令和 3 年 10 月 14 日（木） クラブフォーラム    点鐘：12：30 会場：ふな又 

 

単なるロータリークラブ会員から、ロータリアンになった 

のです。」（２０２１－２０２２テーマ講演２ページ目）と

のくだりに一番感動します。 

シェカール会長の講演は、何度読んでも、得られるものが

多いと思いますので、時を空けて読むと勉強になることも

多いと思います。 

 

 地区運営方針は、「COVID１９に負けずに、クラブに変化

と成長を」としました。 

昨年来の ＣＯＶＩＤ１９ 新型コロナの感染拡大の

影響で、あらゆる社会的活動が制限され、ロータリー活動

も例外ではありませんでした。人と人が面と向かって会う

ことは感染拡大につながると言うことで多数人の会議は

中止を余儀なくされ、ロータクラブの基本的活動である例

会が中止に追い込まれることが生じました。 

例会が開催不能となることは、ロータリーの目的とする

奉仕事業にも大きな影響が出て、仲間に会えない、奉仕事

業ができないことからロータリーの死命を制する原因に

もなりかねなく感じられたこともありました。幸い、Zoom

などオンライン会議の方式により、リアルではないが例会

を開催できる可能性が生まれ、今日、なんとか不十分なが

らもオンライン会議のみ、更にはオンライン方式とリアル

方式の併用によるハイブリッド方式で例会が行えるよう

になって参りました。例会の開催方法については、革新的

な変化があったと言うことができるとおいます。 

この運営方針を決めたときは、本年２月の国際協議会終

了直後であり、まだまだオンライン例会が開けないクラブ

が多数あり、これは大変だと言うことで、ＩＴ委員会を地

区に作って、不十分ながらも例会開催できるところまで持

って行こうとしたのが地区運営方針です。 

幸い、現時点ではオンライン例会開催可能クラブも増えて

きたようですので少し安心していますし、地区の部門委員

会主催のセミナーも Zoom で行うこととしましたので、地

区およびクラブのデジタル化も大分進んできています。 

まだ、デジタル機器の利用ができないところは是非オンラ

イン例会開催にトライしていただきたいと思います。 

 オンライン例会の開催が可能となった後は、これを如何

によく、かつ上手く利用するかと言うことになると思いま

す。オンライン参加者は、ただ参加して見ているだけでは

なく、話に加わらせることが必要です。 

 

 次に、コロナ後のロータリー活動について少し触れさせ

てください。 

ロータリーで重要なことは、その肝ともいえる「ロータリ

ーの目的」「中核的価値観」「四つのテスト」「ＤＥＩに関

する方針」などであります。この理解があればロータリー

の基本が理解でき、ロータリー活動のすべてに通ずる考え

が理解できることとなります。 

 さらに、ロータリー会員数の減少は大きな問題です。 

当地区は、新年度スタート時の会員数が２３２４名のスタ

ートとの話がでています。２６００名が地区の増員目標で

すので会員増強や新クラブ結成によってなんとか会員減 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行：会報・広報委員会 委員長 増岡昌行 副委員長 内藤 明 委員 菊地廣 中村 正 田畑寛樹 岡野育広 

 

出 席 報 告 
会員数 出席数 免除者 ＭＵ 出席率 

30 21 1 3 83.33％ 

 

スマイル報告 
本日のスマイル合計 34,000 円 

年間累計額 203,000 円 

 

ビジター 
第４Ｇガバナー補佐 三枝和男 様（大宮東） 

「公式訪問例会よろしくお願い致します。」 

ＲＩ第 2770地区副幹事 新保信義 様（さいたまシティ） 

「公式訪問例会よろしくお願い致します。」 

 

メンバー（50音順） 

荒井 治 今日もよろしくお願いします。 

小田光司 よろしくお願いします。  

小林 篤 松本ガバナー、今日はよろしくお願いします。 

関根信行 ガバナー公式訪問よろしくお願いいたします。 

田口雅弘 よろしくお願いします。  

田中芳明 第 2770地区松本ガバナー、第４グループガバナー 

補佐三枝様、第 2770 地区副幹事新保様、ようこそ 

岩槻ＲＣへ。本日は宜しくお願いします。  

津多一幸 松本ガバナーようこそ岩槻ＲＣへ。本日は宜しくお

願いします。 

出山知宏 松本ガバナー、本日は宜しくお願いします。 

内藤 明 公式訪問例会がんばりましょう。 

中村 正 ガバナーようこそ！  

原田晃博 松本ガバナー、本日の公式訪問例会よろしくお願い 

いたします。 

藤澤洋介 宜しくお願いします。 

三浦宣之 松本ガバナー、本日は宜しくお願いします。  

スマイルＢＯＸより 

リモート出席でのスマイル送金  埼玉りそな銀行岩槻支店 (普)1445466 岩槻ロータリークラブ 

クラブ協議会   

 

 

 

 

 

誕生祝い 

８月 12 日 小林佑次会員 31 日 藤澤洋介会員 

９月 15 日 遠藤隆雄会員 

１０月 16 日 田口雅弘会員 20 日 荒井治会員 

21 日 志水一雄会員 24 日 小林篤会員 


