
 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

■ 武蔵野銀行 岩槻支店長 滝沢潔様 
 

 先週はＩＭに多くの会員が出席してくだ

さいましてありがとうございました。新入

会員の皆様もロータリーの繋がりを感じて

頂けたのだと思います。ＩＭとは「イン

ターシティー・ミーティング」の略で、私

達の属する第４グループの全6クラブが集

まり、年に一度、ガバナー補佐の主催で行

われる大会です。すでに終わりましたが毎年11月に行われる「地区大会」

はガバナーが主催して第2770地区の全クラブが一堂に会する大会です。 

 ロータリーは貸し借りの世界だとよく言われていますが、うちのクラブ

も他クラブから借りている恩がありそれを返さなければなりません。数年

前、うちのクラブは菊池会長年度に山形実行委員長の下で盛大に「クラブ

創立35周年式典」を行いました。それは素晴らしく盛大で「地区大会」を

超えてしまったと周りから言われる程の称賛を受けたものでした。この

度、私達の親クラブである岩槻クラブの創立５５周年式典と、先日キャラ

バン隊を組んで訪問頂いた大宮シティークラブの創立20周年式典が4月21

日（土）同時刻であることが分かったのですが、因みに岩槻クラブは前回

16名、大宮シティークラブは6名の参加を頂きました。この数字はお返し

しなければなりません。3月の理事会で詳細を決める予定ですが、いずれ

にせよ合計22名の協力が必要です。どの様になるかまだわかりませんが、

皆様のこの日のスケジュールをなるべく空けておいて頂けますようお願い

申し上げます。 

 今年度、会長を務めさせて頂いておりますが、私もクラブ内の多くの

方々に協力を頂きここまで来ました。いわゆる多くの借りがある訳で、今

後それを返して行かなければなりません。間もなく始まる小宮会長・宮本

幹事年度や、その後に続く年度に対してできる限りの協力をして行く事が

その借りを返す恩返しになるのです。3月9,10日に小宮次年度会長がPETS

（会長エレクト研修セミナー）に出席され、その後、本格的に次年度が動

き出します。皆様にも今年度以上のご協力を小宮年度に注いで頂き、また

その後の年度においてもこれを継続して行けば、このクラブは益々発展し

活性化されて行くものと確信しております。どうぞ宜しくお願い申し上げ

ます。   

 

  
 

1. 大宮シティRCより「創立20周年記念式典」の案内が届いております。 

 ・日時 4月21日(土) PM4:30～ 開式 

 ・場所 大宮ラフォーレ 清水園  

2. 岩槻RCより「創立20周年記念式典」の案内が届いております。 

・日時 4月21日(土) PM1:00～ 開式 

会長挨拶 丹野寿明会長 

幹事報告 山崎和雄幹事 

第28例会 2018年3月6日発行 

会   場 市民会館いわつき 401 
点   鐘 12:30 
例会テーマ 卓話 橋本かほる 

担   当 出席奨励委員会 

斉   唱 君が代･奉仕の理想 

ご来客紹介 丹野 寿明会長 

結婚誕生祝 親睦活動委員会 

会 長 挨 拶 丹野 寿明会長 

お客様挨拶 

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 

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28例会 2月27日(火) 1793号 
会 場 市民会館いわつき 401 
点 鐘 12:30 

テーマ 新会員卓話 
 萩原満久・加藤哲男会員 
担 当 増強・退会防止委員会 

本日の例会 
第1794例会 3月6日(火) 

次回例会案内 
第1795例会 3月14日(水) 

会   場 料亭 ふな又 

例会テーマ ３クラブ合同例会 

担   当 会長・幹事 
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◆萩原秀咲青少年交換委員会 

先日、春日部に於いて、タリータの青少年交換オリエ

ンテーション行われ、私が出席してまいりましたので、

ご報告させて頂きます。 

先ずタリータの今後の予定

について、 

・ 2/25(日)～3/4(日) 

  稲山さん宅から水戸会員 

  宅へ移動致します。 

・ 3/2～3/4までは広島・京 

  都方面の留学生旅行 

・ 3/18(日)留学生の会合 

・ 3/24(土)青春メッセージ 北本市文化センター 

・ 3/25(日)第7回オリエンテーション 大宮バイオラ 

 ンドホテル  

・ 4/3(日)当クラブ例会後、稲山家より大宮東RCの瀬田 

  雄一様宅へ移動、受け入れ期間4月～7月の予定です。 

 尚、引っ越しに関しては、阿津澤清会員が面倒を見

て下さることになって居ります。タリータの荷物が

大分多くなっておりますので。 

 

◆奥津雅史親睦委員長 

 3/10(土)ジョルダンとタ

リータの焼肉パーティーを

行います。又、例会修了後

委員会をおこないますの

で、関係者は残って頂きた

いと思います。 

 

◆関根隆光会計 

 ３月14日(水)の３クラブ

合同例会の会費、1名8,000

円を本日と次回例会に集め

させていただきますので、

宜しくお願い致します。 

 

 

◆山形照之財団委員会 

 橋本かほる理事がセミ

ナー出席の為、例会終了

後、委員会を行います。 

 

 

委員会報告  

■ 田中 徹夫会員 お誕生祝い 

■ 関根 隆光会員   〃 

■ 阿津澤 清会員   〃 

■ 平野喜代司会員   〃 

■ 萩原 満久会員   〃 

■ 田中 徹夫会員 ご結婚記念 

■ 加藤 和正会員   〃 

■ 清水 裕次会員   〃 

■ 萩原 満久会員   〃 

■ 西村寿美子事務局   〃 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

誕生祝いは橋本昇会員のいちごです。 
 

３月お誕生日･ご結婚記念の 

皆様おめでとうございます！ 

 ・場所 ラフレさいたま 3F桜ホール  

3. 第4G清水恒信ガバナー補佐より「ポリオ撲滅チャリティゴルフコン

ペ」の案内が届きました。 

 ・日時 4月6日(金)  

  ・場所 東武藤が丘カントリークラブ 

 ・登録料   10,000円  

  一般参加者 6,000円 

  プレー費  14,500円(各自清算) 

4. 地区より「米山奨学生修了式」の案内が届

きました。 

 ・日時 3月11日(日)  

 ・場所 ラフレさいたま ３階 桜の間 

 ・登録料 10,000円 

5. 地区より「地区のあゆみパートⅡ」が届きました。 

 今回「パートⅢ」の作成をするに当たって希望者には、１冊2,000円にて

予約販売するとの事です。 

6. 地区より「地区協議会の案内」が届きました。 

 ・日時 4月13日(金) AM9:30 登録開始 

 ・場所 大宮ソニックシティ 大ホール  

 ・登録料 1名3,000円 クラブ負担となります。 

 小宮会長エレクト、宮本幹事エレクト始め、次年度役員の方、宜しく

お願い致します。 
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◆加藤哲男会員 

イニシエーション スピーチ 

 職業分類は農業で、主にコ

シヒカリ米の契約生産と一部

小売販売をしております。第

一種専業農家の様に見られま

すが、現状では不動産所得や

雑収入が大半を占め、もはや

農業は趣味です。 

 前職は帝国ホテルに勤務しておりまして20代後半に

は宿泊部フロント会計でチーフクラークでした。当

時、私の周りには現総務大臣の野田聖子さんや、今の

私の奥さんがいました。二人とも20代半ばで、聖子さ

んは岐阜県議になるため2年ほどで退職しましたが、

その後私は妻と結婚を前提に付き合うようになりまし

た。生まれが岩槻で挨拶に行こうと言うことになりま

した。 

34年前のことです。岩槻の実家は農家で、屋敷の周

りは見わたす限りの陸田で作付けをしていました。一

昔前まで農耕用の牛を飼っていたとのことでした。話

を聞いて私は直ぐに帰り支度をしましたが、時すでに

遅し翌年には養子縁組で将来の5代目を継ぐことにな

りました。私は新潟県柏崎市の出身で、父親は東京足

立区出身で、母親は地元の由緒あるお寺さんの出で、

祖父は東京市の市議会議員でした。結婚後は岩槻と有

楽町との往復で農業とホテルマンの二足の草鞋でし

た。当時のコメ農家は非常に高収益で米価は現在の

1.5倍で、トラクターやコンバインは常に最新式を取

り揃えていまして、意外にも農作業は楽でした。余談

ですが昭和22年のＧＨＱによる農地改革以前には我が

家では1万坪以上の田畑を所有していたと聞いていま

す。農地改革で本来コメの消費者であるべき小作が生

産者になった為に、コメの消費が減り小規模農家が増

えて、まさしく時の政権の票田となりました。現在、

欧米のような大規模農業化が進まない一因です。12年

前には養父が75歳で急死しまして、その節には薬師の

藤堂社長には大変お世話になりました。又、葬儀委員

長として小島県議にもお世話になった次第です。ロー

タリークラブとの関わり合いにつきましては、2014～

`15年度から2016～`17年度までの3年間にわたり蕨RC

に在籍しました。姉妹クラブとの交流、職業奉仕では

現場に立って見聞を広め、夜間例会や家族例会などで

大いに大人の学校を楽しみました。残念ながら会員の

高齢化による後継者不足で、更に思うように入会者が

集まらない為、執行部は先ずやらせて育てろの方針で

私も色々やりました。最後に私事ですが、娘が二人お

りまして、今月二人目の孫が生まれて、二人共それぞ

れ母親になりました。後継者は未定のままですが、息

子もいいけど娘の方がたくましいと感心します。娘曰

く、大丈夫だよ後のことは心配しなくてもいいから、

但し、書類や通帳だけはわかりやすく整理しといて

ね…との事。それでも今の私には神の声です。 

ご静聴ありがとうございました。  
 

◆萩原満久会員 

 私はオロシベ産業㈱の萩原満久です。 

2月からこちらのロータリー

クラブに入会させて頂きま

した。以前こちらのクラブ

に父が入会していた事も

あってオロシベ産業という

会社名をご存知の方もい

らっしゃると思います。 

 私はS46年3月生まれの46歳（来月47歳）になりま

す、結婚はしていますが子供は居ない代わりに犬が3

匹います。 

生まれたのは上尾市で中学2年の時に岩槻に越してき

ました。 

以前は西尾レントオール㈱というイベント関連のレン

タル会社に6年半勤めていましたが、色々あって26歳

の時この会社に戻って来ましたが、入社してすぐに今

は無いのですが新潟(営)に1年半行った後、本社であ

る岩槻に戻って来てからは営業として住宅関係やイベ

ント屋などを廻っていました。そして今の社長業に就

いたのはH24年の4月からなのですが、H24年4月26日に

専務をしていた母が癌で亡くなったのが大きな原因で

もあるのですがH24年12月に父が脳梗塞になってしま

い今は意識があるのですが動くことも話すことも出来

ず、私が行ったとしても私の事を息子であるかを認識

しているかもわからない状態で引き継ぎもまともに出

来ないまま会社を任され、今も周りの人たちに助けて

もらい日々格闘している状態です。 

 そしてよくある質問で、オロシベ産業㈱という名前

を聞いて皆さんは「どういった意味なの？」とか「わ

らしべ長者からとったの？」と聞かれる事が多いので

すが、この社名のオロシベの由来は会長である父が群

馬県前橋市の出身なのですが、そちらの方での言葉で

赤城降ろしの事で、そこからとったと聞いています。

まだロータリークラブの詳しい活動等、右も左も全く

分かっていませんが、皆さんから色々学ばせて頂き今
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後の活動に活かしていきたいと思います。 

今後ともご指導宜しくお願い致します。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

丹野 寿明  萩原満久会員、加藤哲男会員、本日は

新会員卓話楽しみにしています。 

山崎 和雄  萩原さん、加藤さん、卓話有難うござ

います。企業ＰＲをして下さい。は卓

話を宜しくお願いします。 

宮本 和寿  本日は、次年度財団セミナーで、４名

欠席です。萩原会員、加藤会員卓話宜

しくお願いします。 

加藤 哲男  本日は、イニシェーションスピーチで

す。宜しくお願いします。 

萩原 満久  宜しくお願いします。 

萩原 秀咲  タリータのオリエンテーションに春日

部に行って来ました。 

藤田 恵子  タイ・バンコクに行って来ました。

チェンマイに単身でボランティアに

行ってきたという女性と素晴らしい出

会いがありました。 

増渕  明  ３月１日の新人研修セミナー楽しみに

しております。 

阿津澤 清  萩原さん、加藤さん、卓話楽しみにし

ています。本日も宜しくお願いしま

す。 

 ( 同趣旨 ) 関根 隆光   杉田 政男 

       山形 照之   斎藤 公司 

       関口 裕美 

遠藤 光治  もーじき春ですね。遊びませんか。 

西村寿美子  阿津澤様、いつも美味しいお弁当、有

難うございます。  

田中 徹夫   奥津 雅史   水戸  恵 

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  

2/27合計 ２３，０００円 

今年度累計 ７１１，０００円 

例会日 総数 出席 欠席 Ｍｕ 出席率 

本日  
免除2名 

32 
(2) 

18 
(2) 12 6 80.00% 

2/13修正 

免除2名 
30 
(2) 

24 
(2) 6 4 93.33% 

出席報告  

 

 

国際ロータリー ( Rotary International)(ＲＩ) 

ＲＩは、世界中のＲＣの連合体である。ロータリー

は、人道的な奉仕を行い、あらゆる職業において高

度の道徳的水準を守ることを奨励し、かつ世界にお

ける親善と平和の確立に寄与することを目的とし

た、事業及び専門職務に携わる指導者が世界的に結

び合った団体である。 

ＲＩの会員はＲＣから成り、組織規程が課する義務を

遂行し続けるものとする。ロータリーと云う言葉をそ

れだけで使う場合、通常、国際ロータリーと云う組織

全体を指す。ロータリアンはそれぞれのクラブの会員

であり、ＲＣは国際ロータリーの会員である。 

ＲＩの目的は 

1) ＲＩのクラブおよび地区が、ロータリーの綱領

を推進するプログラムや活動を遂行するのを支

援する事。 

2) 全世界にわたって、ロータリーを奨励し、助長

し、拡大し、そして管理すること。 

3) ＲＩの活動を調整し、全般的にこれを指導する

こと。 

出席報告の斎藤公司会員とスマイル報告の阿津澤

清会員、いつもご苦労様です。 


