第31例会

2017年3月7日発行

阿津澤年度(2016～2017)

岩槻東ロータリークラブ週報
第32例会 2月28日(火) 1749号
会 場 市民会館いわつき301
点 鐘 12:30

本日の例会
第1750例会 3月7日(火)
会
場
点
鐘
例会テーマ
担
当
斉
唱
ご来客紹介
結婚誕生祝
会長挨拶
幹事報告
委員会報告
スマイル報告
出席報告
次回例会案内

市民会館いわつき 301
12:30
地区米山奨学生卓話
米山奨学委員会
君が代･奉仕の理想
阿津澤 清会長
親睦活動委員会
阿津澤 清会長
藤 堂 昇幹事

テーマ
担

当

外部卓話
パストガバナー 中村靖治様
青少年奉仕委員会

お客様紹介
■ 社会福祉法人
園長 小島

埼玉県社会福祉事業団

児童養護施設いわつき

誠様

■ 国際ロータリー第2770地区バストガバナー

中村靖治様

■ 東京御苑RC 河野垣司様

■ (株)サンユーさいたま

会長挨拶

代表取締役

平林

弘行様

阿津澤 清会長

本日は中村靖治ＰＧにおいでいただき有
難うございます。よろしくお願いします。

例会委員会
出席奨励委員会
宮本 和寿例会委員長

次回例会案内
第1751例会 3月16日(火)
会
場 料亭 鮒又
例会テーマ ３クラブ合同例会
担
当 ホスト：岩槻RC

養護施設「いわつき」の小島まこと園長さ
んにもおいでいただき感謝状を頂けるとい
うことで、ありがとうございます。
東京御苑ＲＣの河野担司さんメ―クアッ
プありがとうございます。
また、(株)サンユーさいたまの代表取締役平林弘行様ようこそお出で下さ

いました。是非ロータリーの良さをご見学していってください。
先週は、飯淵さんの卓話ありがとうございました。またその夜に平野さ
んを交えての新会員歓迎会に沢山の会員の出席をいただきありがとうござ
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いました。楽しいひと時でしたが思い出に残ることでしょう。これからも
よろしくお願いします。
今日は２月（如月）の晦日、睦月・如月・弥生と足早に季節が移り替わ
る時です。あしたからは３月、３日は「ひな祭り」です。最近は各地で盛
んに催されています。岩槻も２５日から雛めぐりが開催されています。愛
宕神社では「大ひな壇飾り」が作られています。大勢の観光客が足を運ん
で来ています。お土産を買いに来るので何か良い土産はないでしょうか。
２６日の日曜日には圏央道が境・古河インターから、つくば中央イン

ターの間が開通になり千葉県や茨城県へのアクセスが便利になりました。
今度、猿島カントリーでクラブのゴルフ大会があるので下見に行きまし
た。高速で行こうかなと思いましたが下の道の一般道で向かいました。正
解でした。１５時開通なので皆さんが開通まで待っていたのです。大渋滞
で少しずつしか車が走っていませんでした。まだ片側通行の対向車線あり
の開業なので両手を挙げて喜ぶまでは、まだいかないが、今後、この道路
のお陰で埼玉が飛躍的な発展が見込まれるのではないでしょうか？

横の

線で高速の大動脈をつなぐ道路ですから、大いに期待します。
岩槻はどうでしょうか？

岩槻インター近辺を再開発できないものでしょ

うか。さいたま市長選が４月１６日に行われますが岩槻を忘れないように
お願いしたいものです。
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青山いづみ副幹事

◆東京御苑ロータリークラブ 河野垣司様
(メーキャップ者)

1. 地区より「第２回ライラ研

東京御苑 RCより参りまし

修の案内」が届きました。

た。河 野 垣 司 と 申 し ま す。

・日時 3/20(月・祭)

今日は貴クラブのホーム

AM10:00 開始

ページを拝見いたしまし

・場所 別所沼会館

て、御地区の中村靖治バス

大ホール

トガバナーの卓話例会と知

青山会員ご出席予定

りました。事務局さんを通してメーキャップをお願い

2. 第１回「人形のまち岩槻まつり・第１回実行委員

したところでございます。私どものクラブは創立2年

会」の案内が届きました。
・日時

3/23(木) AM10:30 開始

・場所

岩槻商工会館２階会議室

目を迎える新参者のクラブでございます。40名くらい

からスタートし、今は120名程になっております。夜
間のクラブで定例会は月に2回ですが、後の1回は理事

3. さいたま観光国際協会より「各種発行物」が届き

会を、残りの1回は各種委員会を徹底して行います。

ました。回覧します。

会費も一般経営者やシニア会員等で違います。ロータ

4. 東日観光(株)より「アトランタ国際大会参加旅行

リーを知っている方は10名程度です。ＩＴ関連のメン

案内」が届いております。

バーも十数名居ります。従って連絡はスマホで瞬時に

参加予定者は事務局まで

行っております。個人的な事ですが、福島県のいわき

5. ロータリーの友事務所より「アンケート」が届き

市のロータリーに初め所属しておりました。その後転

ました。関係者にメールしてあります。

勤の為、クラブを変え現在は4つ目のクラブです。全
国をメーキャップさせていただき、こちらのクラブは

お客様ご挨拶

227番目になります。長くなりましたが貴重な時間を

◆児童養護施設いわつき 園長 小島 誠様

頂き有難うございました。(翌日お礼状が届きました
ので、最終ページに掲載させて頂きました。)
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中村靖治PGと東京御苑RCの河野垣司
様、それに米山奨学生のジョルダン君

本日のテーマ 外部卓話
パストガバナー 中村靖治様
◆卓話者紹介 加藤和正青少年奉仕委員長

◆(株)サンユーさいたま 代表取締役 平林弘行様

皆さんご存知の事と思います

史真ちご会平
会はし入は林
員紹て会い弘
と介おをか行
平者り心が様
林のまよで、
見
弘奥すりし
た
行津。おか学
様雅写待。例

ので、簡単にご紹介させていた
だきます。
吉川ロータリークラブ所属の中
村靖治バストガバナーに本日は

大変お忙しい中、卓話にお越し頂きました。2007～
2008年度のガバナーで、現在もＲＬＩ日本 支部ファシ
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リテーター委員長を受けておられ、全国を卓話で回っ

達にも言っております。「ロータリーは成人教育の最

ておられます。中村バストガバナー宜しくお願い致し

も優れた実験場であります。」ロータリーの第1の目

ます。

的は親睦と奉仕を通じて人を育てることである。クラ
ブの価値は、そのクラブがいかなる人材を育てたかに
よって計られる。それ以外の何があるであろうか。

◆国際ロータリー第2770地区バストガバナー

1974-1975

中村靖治様
テーマ：

RI会長ウィリアムR.ロビンズ

この後、出身地宮崎県のあるロータリークラブの実

「変化への対応と挑戦」・「クラブの種になろう」

情をお話し下さいました。3人のクラブがついにたっ

皆さんこんにち

た1人のクラブになってしまった…と云うお話でし

は。お 久 し 振 り で

た。その後、残った会員はご自分がクラブの種にな

ご ざ い ま す。今 日

る…と、頑張って周りのクラブの方々の共感を得て、

は卓話にお招き頂

10名近くのクラブにまで成長したという微笑ましいお

き有難うございま

話でした。

す。
こちらのクラブ
の田中徹夫バスト
ガバナーは私のガバナーの時のＲＩ研修リーダーでし
た。
厳しい中にも優しさがあり、1年間とても勉強にな
りました。その後、病気もなされたようですが、今は
残りの機能を気づかいながらお元気でいらっしゃいま
す。私は人間は笑顔が一番大切である…と思っており
ます。大変なことがあったら笑顔でいなさい。と子供

中村靖治PG、素晴らしい卓話有難うございま
した。阿津澤会長よりお礼のお花の贈呈

中村PGようこそ岩槻東RCへお越しくださいました。写真
は中村PG・田中PG・阿津澤会長と加藤青少年奉仕担
当理事
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ニコニコＢＯＸ・出席報告

岩槻東ロータリークラブ
会長 阿津澤 清様
幹事 藤堂
昇様
会員の皆様、事務局 西村様

河野垣司様(東京御苑RC)
東京御苑クラブから参りました。来月
に創立2周年を迎える新しいクラブで
す。お世話になります。
阿津澤 清 中村ＰＧ本日はどうもありがとうござ
います。沢山のお客様、有難うござい
ます。
青山いづみ 今日はお忙しい中、中村バストはじめ
東京御苑ロータリークラブ河野様更に
児童養護施設いわつきの小島園長、お
見え頂き有難うございます。
加藤 和正 2007-2008年、バストガバナー卓話「変
化への対応と挑戦」に感謝申し上げま
す。
杉田 政男 中村バストガバナー卓話有難うござい
ます。お客様ようこそいらっしゃいま
した。
丹野 寿明 中村バストガバナー卓話有難うござい
ます。平林さん是非とも入会お願いし
ます。楽しいですよ。
飯淵 昭二 ハンマーヘッドシャーク見てきました。
関根 隆光 中村靖治バストガバナーお久し振りで
す。卓話楽しみにしています。
(同趣旨)
菊池 和彦
小宮
勇
奥津 雅史
山形 照之
清水 常三
斉藤 公司
山崎 和雄
藤田 恵子
遠藤 光治
豊住 昇二
中里
仁
宮本 和寿 中村PGはじめ多勢のお客様ようこそ。
橋本かほる 暖かくなりました。ロータリーの例会
も益々楽しくなりそうです。
田中 徹夫
水戸
恵

東京御苑ＲＣ 河野垣司
メーキャップをさせて頂いたお礼
皆様こんにちは。一昨日の貴クラブ例会では、大変
お世話になりました。中村靖治PGをお迎えしての第
1749回例会に、私のメークアップを認めて頂き有難う
ございました。更に貴重なお時間を割いて、私の拙い
挨拶の機会まで与えて頂き恐縮しました。私は元々東
北人で、話が下手な為、大変ご迷惑をお掛けしました
事を、心からお詫び申し上げます。ロータリアンに免
じてお許し下さい。
我がクラブは、今月23日にやっと「創立2周年記念
例会」を迎えます。会員約120名中、約9割の方がロー
タリー初経験です。しかし若さとやる気で新しい事へ
の挑戦に燃えています。
昨今のロータリーは、多様性と柔軟性or変革への対
応とも言われているようですが、貴クラブのように
「37年の歴史と伝統」を誇るクラブで色々学ぶ重要性
も痛感しています。しかも17年前には、地区ガバナー
を輩出なされた名門クラブ。田中徹夫先生にもお目に
掛かれて光栄でした。学ぶ事大でした。
米山奨学生のアレハンドロ・ジョルダンさんには驚
きました。礼儀正しく例会場設営の手伝いや、各ロー
タリアンへの対応等々を拝見して、最初はクラブ正会
員でＳＡＡ担当者かと勘違いしました。全国各地のク
ラブを訪問しましたが、彼の様な好青年には、初めて
接しました。私は福島県内のホームクラブでも多くの
奨学生を見てきましたが、お客様扱い…？で、奨学金
を受け取る時だけ…？の例会出席だったと記憶してい
ます。中村ＰＧの卓話も素晴らしく、とても印象に残
るメークアップになりました。
個人的なことで恐縮ですが、お陰様で「全都道府県
内229クラブ目」でのメークアップになりました。ご
迷惑でなければ、全国訪問記である三冊目の著書「出
会いと研鑽 パート３」を勝手ながら別途送付させて
いただきます。お恥ずかしい作品ですが、ご笑覧頂け
ますれば幸いです。
結びに、貴クラブの益々のご発展と皆様のご多幸を祈
念致します。

ニコニコBOX金額報告
2/28合計

２７，０００円

今年度累計

８７７，0００円

出席報告
例会日

総数

出席

欠席

Ｍｕ

出席率

2/28免除
3名

30
(3)

23
(3)

4

2

92.59%

2/16修正
免除3名

30
(3)

27
(3)

0

0

100.0%

※紙面の関係でロータリー用語はお休みします。
2016～’17年度
例 会 日
例 会 場
クラブ事務局
U R L

岩槻東ロータリークラブ

毎週火曜日 12:30～13:30
さいたま市民会館いわつき
Tel 048-756-5151
Tel 048-757-9786
Fax 048-756-5539
http://www.iwatsuki-east-rc.org
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