
 

  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

■ 国際ロータリー第2770地区 パストガバナー 中村靖治様 

■ 大宮シティＲＣ 創立20周年実行委員長 恵川一成様 

 蓜島一弘様・松谷英樹様・山岸和美様 

■ ホストファミリー 稲山真弓様 
 

 
 

本日、皆様のレターケースに入っています

「ロータリーの友2月号」に、去年12月に「児童養

護施設いわつき」で行われた移動動物園の記事が1

ページの紙面を使って掲載されています。この経

緯についてお話しします。皆さんご承知ですがこ

の立案・企画・準備は(故)青山いづみ幹事エレク

トが生前に行ってくれていた社会奉仕事業です。

クラブ一丸となってこれを成し遂げた結果、子供達、施設職員、クラブ会

員、その場にいた誰もが何とも言えないほのぼのとした良い気持ちを感じ

大成功を収める結果となりました。ベテラン会員の何名かがダメもとでも

良いからこのことを「ロータリーの友」に投稿してくれないかとお願いさ

れた事がきっかけでした。 

私は文章を書くのが苦手ですが、(故)青山いづみ会員の痕跡をせめてそ

の名前だけでも書き記せればとの思いで挑戦しました。拙い文章で書きた

い様に書いたものですから900文字を超えるものでしたが、事務局の西村

さんがその文章を整えて700文字以内に直したものを写真と共に「ロータ

リーの友」に送ってくれました。最終的に記事になる段階でもロータリー

の友委員の方が調整を施して皆さんにお見せできる記事に仕上げて下さい

ました。私が感銘を受けたのは、文章の手直しを受けたどの段階でも私の

書きたかった部分はそのまま残してくれている事です。 

 「ロータリーの友」は日本全国共通発行されていますので、青山さんの

次男で当クラブへ入会してくれた熊木景さんも大阪在住の為、現地でメー

キャップに励んでいるとの事ですが、この記事を目にしてくれて自分の母

親を大阪で語ってくれたらこれ程うれしいことはありません。 

勇気をもって「ロータリーの友」に投稿してみたら多くの方々が手助けを

してくれる事を知りました。皆様も挑戦してみては如何でしょうか。  

 

  
 

◆大宮シティＲＣ 

 ＜恵川一成様ほか創立20周年記念式典ご出席のお願い＞ 

 本日は、貴重な例会の時間を割いて頂きまして有難うございます。私共

のクラブは1998年6月25日に創立致しまして、今年で創立20周年目を迎え

ます。スポンサークラブは大宮ロータリークラブで、当時のガバナーは久

世晴雅ガバナーでした。特別代表に八木隆男様になって頂き、年度のギリ

ギリにやっと認証がおりたクラブです。(中略)4月21日の土曜日に20周年

会長挨拶 丹野寿明会長 

第25例会 2018年2月13日発行 

お客様紹介 

お客様ご挨拶 

丹野年度(2017～2018) 

岩槻東ロータリークラブ週報 国際ロータリー第2770地区  
第4グループ 

第25例会 2月6日(火) 1790号振替 
会 場 市民会館いわつき 301 
点 鐘 12:30 

テーマ 外部卓話 PG中村靖治様 
 結婚誕生祝い 
担 当 出席奨励委員会 

本日の例会 
第1791例会 2月13日(火) 

会   場 パレスホテル大宮 

例会テーマ 第4G IM  

担   当 会長・幹事 

会   場 市民会館いわつき 301 
点   鐘 12:30 
例会テーマ 卓話 武蔵野銀行 

 岩槻支店長 滝沢潔様 

担   当 国際奉仕委員会 

斉   唱 四つのテスト･ロータリー

 の目的･我等の生業 

ご来客紹介 丹野 寿明会長  

会 長 挨 拶 丹野 寿明会長  

幹 事 報 告 山崎 和雄幹事 

委員会報告 

スマイル報告 例会委員会 

出 席 報 告 出席奨励委員会 

次回例会案内 宮本 和寿例会委員長 

次回例会案内 
第1792例会 2月19日(月) 
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記念式典を開催致しますので、皆様、大変ご多忙の所

かと存じますが、是非共大勢の方のご出席をお願い致

したく存じます。宜しくお願い致します。 (写真は正

面右から配島一弘様、恵川一成様、松谷英樹様、山岸

和美様) 

 

◆ホストファミリー稲山真弓様挨拶 

タリータを預かって2か月経ちました。とても良い

子なので助かって

おります。卓也も

日本では味わえな

い体験を色々させ

て頂いている様で

す。これも皆様の

お陰です。有難う

ございました。 

 

 
 

1. 国際ロータリー理事より、 

 「メジャードナーとアーチク

ランフソサェティの集い」の

案内が届いております。 

 ・日時 ３/26 PM5:00～ 

 ・場所 ホテルオークラ 

2. 地区よりベッツの案内が届い

ております。 

 ・日時 ３/9日(金)・3/10(土) AM9:00～ 

 ・場所 大宮ソニックシティ 

   小宮エレクト・菊池次年度ガバナー補佐出席 

3. 地区より地区チームの案内が届いております。 

 ・日時 2/23(金) AM10:00～ 

 ・場所 大宮ソニックシティ 

   菊池次年度ガバナー補佐・阿津澤地区委員出席 

4. 蓮田RCより黒須雅行様のご母堂様のご逝去の報せ

が届きました。 

 ・通夜  2/10(土) 6時より  

 ・告別式 2/11(日) 11:30より  

5. 岩槻RCより元会員 江原弘様のご逝去の報せが届き

ました。 

 ・合同葬 2/11(日) 13:00～15:00  

 ・場所  さいたま市民会館いわつき 

6. 青少年交換留学生と関係者の交流会を開催します。 

 ・日時 2/17(土)PM6:30～  

 ・雅致 関係者には既に案内済です。 

 
 

◆広報担当理事 清水常三 

 公共イメージ委員会より報告致します。 

2018年2月号ロータリーの友

に、RI会長の「ロータリーの原

点を思い出す」と言う記事が掲

載されております。親愛なる

ロータリアンの皆様へ、113年

前の2月、4人の会員からなる最

初のロータリークラブの例会が

開かれた…と言う記事です。(横組み3ページ掲載) 

又、第2770地区大会の略報が、27ページに掲載されて

おりますので目を通して下さい。 

縦組みの25ページに、浦和ダイヤモンドRCの「公園清

掃とポリオ撲滅募金の記事」が掲載されております。 

ロータリーアットワークのページ一面に、我がクラブ

で昨年の12月2日に行った「埼玉県立養護施設いわつ

きの子供達に、移動動物園をプレゼント」と言う記事

が、縦組みの24ページに掲載されておりますので目を

通して下さい。 

振り返ってみますと、今から27年前、第11代会長斎

藤公司さんの年度に、地域の人々に、ロータリーの真

の姿を正しく伝える為にスマートな広報活動を…と言

う、会長方針のもと、明治大学マンドリンクラブにお

願いして「チャリティーコンサート」を公開例会とし

て開催致しました。 

当時の国際ロータリー会長パウロV・C・コスタ氏の

指針は「ロータリーを高めよー思いを尽くし熱意を尽

くし」と示されておりました。このテーマに沿って熱

意をもって、思いを尽くし、地域社会への奉仕活動の

一環として公開例会を開催し、ご来場された皆様方に

感動を与え、会長方針で示された、当クラブの広報活

動を高めました事が今も記憶に残っております。 

我がクラブの奉仕活動では、「ロータリーの友」に

記載されましたのは、今回で２回目になります。 

幹事報告 山崎和雄幹事 

委員会報告  

写真は次年度ガバナー補佐の菊池和彦会員への委嘱書

贈呈と奨学金を受け取るジョルダン君、間もなく卒業です。 

ホストファミリー謝礼を受け取る稲山

様とお小遣いを受け取るタリータ 
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 ◆萩原秀咲青少年育成・交換副委員長 

 今日は、藤田恵子委員長が欠

席の為、代わりに委員会報告し

ます。2月17日(土)6時半より

「雅致」に於いて、「青少年交換

留学生交流会」を行いますので、

関係者の出席をお願いします。 

 

◆奥津雅史会員よりお礼の挨拶 

 先日の母の葬儀には、大勢の

方々にご出席頂き、ご芳志を賜

り有難うございました。お陰様

で私にとっては過分な通夜式・

告別式を挙げる事が出来まし

た。心より感謝申し上げます。  

 

 

 
 

◆卓話者紹介 斉藤公司出席奨励委員長 

 中村靖治バストガバナーの経

歴書を印刷して配布してありま

す。ご覧ください。 

 

中村靖治バストガバナー 

ロータリー経歴書 

1979年 吉川RC 入会 

2007～2008年度 国際ロータリー第2770地区ガバナー 

2009～2011年度 国際ロータリー研修リーダー 

2011～2012年度 ＧＥＴＳ研修チームリーダー 

2013～2014年度 リスボン国際大会推進委員 

 第1ゾーンロータリー財団地域コー 

 ディネーター補佐 

2011～2016年度 D2840・D2610・D2660・D2830・

 D2730・D2720ＲＩ会長代理  

ＲＬＩ日本支部ファシリデーター委員長 

◎ 米山記念奨学功労者 メジャードナー 

◎ ロータリー財団寄付 メジャードナー・遺贈友の

会員・べネファクター・紀子＆靖治 ロータリー平

和センター冠名基金 

 

◆卓話 国際ロータリー第2770地区 

 バストガバナー 中村靖治様 

 皆さん、こんにちは。今日は大勢のお客様も見えら

れており、時間の無い中を卓話と言う事です。皆様に

はお話の時間も詰めて頂き恐縮しております。お見え

になっておられる大宮シティの恵川さんや配島さんと

もいろいろとご縁がありました。山岸さんも私のガバ

ナーの時に西村さんと一緒に事

務局を手伝って頂きました。さ

て、本題に入りますが、「超我

の奉仕 奉仕の理想」につい

て、少し話させていただきま

す。ロータリーはすでに113年

を迎えようとしています。 

{ロータリーは入りて学び 出でて奉仕せよ Enter to 

Learn forth to serve }ロータリーでは、参加して出

席する事により、色々な職種の人々と出会い、お話を

聞いてそして他人の為に出来る事を奉仕する。こんな

所から始まりました。しかしながら今は少しそれが変

わって来ています。この事を斉藤公司さんは怒ってお

られます。地区大会でＲＩ会長代理のビチャイ・ラタ

クルさんもメッセージの中で言われていました。今の

ロータリーが変わってきた事です。 

 国際ロータリーは今から2年前の規定審議会で柔軟

性のある制定案を作りました。しかし規定に縛られな

く、クラブのやりたい様にやって良いんだ…と云う事

です。 どう柔軟性を捉えるかと言う事は皆さんの捉

え方なのです。各自が汗を流して奉仕する事にロータ

リーの原点があります。 

話は変わりますが(故)青山いづみさんは、最後に知
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本日のテーマ 外部卓話 
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覧へライラ研修に私達と一緒に行きました。彼女は息

子と一緒に旅に来られて良かった…と云って涙をこぼ

していました。そして息子にはロータリーへ入って貰

い一生懸命活動して欲しいと言っておりました。それ

から間もなく彼女の訃報を知りました。一緒に知覧へ

行かれた方々の胸には今もこの事は忘れられない思い

出になった事と思います。 

私の実家は鹿児島です。その鹿児島のあるクラブで

は、会員が3名になってしまいましたが、残った最後

の一人が「私がクラブの種になる」と言って頑張って

いました。ある違うクラブのガバナー補佐が娘を自分

のクラブに入会させて、自分は一人になってしまった

クラブへ移籍しました。この話を聞いて何人かの会員

が次々入ってくれた為、今は13名になりました。知覧

に行った時に工藤さんと云う名前ですが、会ってきま

した。20名になったら中村さんクラブに来てほしいけ

れど来てもらえるかな…と云っておりました。参考に

なればと思いお話させて頂きました。 (紙面の関係上

一部割愛させて頂きました事をご了承下さい。) 

 

 

 

恵川 一成様(大宮シティRC)  

 4/21(土)創立20周年、宜しくお願いし

ます。 

配島 一弘様(大宮シティRC) 

 加藤和正様、皆様お世話になります。

20周年宜しくお願いします。 

松谷 英樹様(大宮シティRC)  

 大宮シティ20周年宜しくお願いします。 

山岸 和美様(大宮シティRC) 

 大宮シティ20周年宜しくお願いします。 

丹野 寿明  中村バストガバナー卓話有難うございま

す。大宮シティRCの恵川様、配島様、松谷

様、山岸様創立20周年おめでとうございま

す。ようこそいらっしゃいました。ＩＭを

楽しみにしています。 

山崎 和雄  中村バストガバナー、本日の卓話宜し

くお願い致します。大宮シティRCの恵

川様、配島様、松谷様、山岸様ようこ

そいらっしゃいました。 

 ( 同趣旨 )  阿津澤 清  清水 裕次  加藤 和正 

      斉藤 公司  清水 常三  橋本かほる 

      杉田 政男  遠藤 光治  中里  仁 

      小宮  勇  菊池 和彦  山形 照之 

      宮本 和寿   関根 隆光 
 

 

奥津 雅史 母の葬儀では、格別の御厚情を賜り誠

に有難う御座いました。母も喜んでい

ると思います。 

橋本  昇  結婚祝い有難うございます。 

増渕  明  西村さん、相撲観戦の写真有難うござ

います。 

飛田美佐子  今日は、沢山のお客様にも関わらず 

 作業服ですみません。 

加藤 哲男  中村PGようこそ。私事ですが、今週2人

目の孫が誕生予定です。 

萩原 満久  ご指導宜しくお願いします。 

田中 徹夫  萩原 秀咲  飯淵 昭二   

平野喜代司     

 

ニコニコＢＯＸ・出席報告 

 2017～’18年度 岩槻東ロータリークラブ 

例 会 日 毎週火曜日 12:30～13:30 会    長   丹野 寿明 
例 会 場 さいたま市民会館いわつき Tel  048-756-5151 幹    事  山崎 和雄 
クラブ事務局   Tel 048-757-9786  Fax 048-756-5539 会報委員長 清水 常三 

U    R    L http://www.iwatsuki-east-rc.org 
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ニコニコBOX金額報告  

2/6合計 ４８，０００円 

今年度累計 ６５９，０００円 

例会日 総数 出席 欠席 Ｍｕ 出席率 

本日  
免除2名 

32 
(2) 26(2) 4 2 93.33% 

1/16修正 

免除2名 
30 
(2) 

30 
(2) 0 0 100.0% 

出席報告  

 
 

■ 橋本 昇会員 ご結婚記念 

■ 中里 仁会員   〃 

■ 増渕 明会員   〃 

ご結婚・お誕生祝い  

今月、誕生月・結婚月の皆様、お目出とうございま

す。これからもお元気で‥‥。 


