
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

■ パストガバナー 渡邊和良様（浦和北RC）  

■ パストガバナー補佐 鈴木隆様（岩槻RC） 

 

 

本日は、パストガバナー 渡邊和良様、卓話

の為に私共のクラブをご訪問頂きましてありが

とうございます。聞いた話によりますと今日は

ご自身のご結婚記念日だとの事で、その様な大

切な日にいらっしゃって頂けた事に、心から感

謝申し上げます。卓話のお礼としてお渡しして

おります蘭の花もいつもよりグレードアップし

た物をご用意致しましたので、奥様にお渡し頂けたら幸いでございます。

鈴木パストガバナー補佐におかれましても本日のご訪問を心から感謝申し

上げます。 

 先々週の例会におきまして、私が大人気無い行動をしてしまった事を、

皆様にお詫び申し上げます。本当に申し訳ございませんでした。私自身深

く反省しております。但し私の示したかった内容につきましては、本日の

週報に会長挨拶として書き記しましたので、皆様にご一読頂ければと存じ

ます。例会中の私語をどうするか？ 私の考えとしては、この問題は個々

で考える問題であり「どの様な自分でありたいのか？」「どの様なクラブ

にしていきたいのか？」それぞれの結論によって、その形は変わってきま

す。私は私の信じる事に従いたいと思っています。他のクラブやロータ

リー行事等で見た悪い例などは真似する必要はありません。 

お客様が緊張感でビリビリ来る様な例会を経験し「やっぱりロータリーは

すごかった」「岩槻東クラブは緊張した」と言われる様なクラブになれた

なら理想だなと思っています。しかし、これは私の勝手な考えなので皆様

に押し付ける気持ちは微塵もございません。本日は私のお詫びという事で

会長挨拶とさせて頂きます。  

 

 
 

◆パストガバナー補佐 鈴木隆様（岩槻RC） 

本日は、渡邊パストガバナーの卓話であると

知りまして、お話をお聞きして、勉強させてい

ただこうとお伺い致しました。久々に岩槻東さ

んに表敬訪問させて頂きましたら、新しい方が

大勢入会されて、活気があるなぁ～と感じまし

た。そして、前にも掲げておられますが、会員

増強の垂れ幕も、会長さんの増強への意気込み

を感じます。どうぞよろしくお願い致します。 

会長挨拶 丹野寿明会長 

第34例会 2018年4月24日発行 

会   場 市民会館いわつき 301 
点   鐘 12:30 
例会テーマ 次年度クラブ協議会 

担   当 会長・幹事 

 次年度会長・幹事 

斉   唱 ロータリーソング 

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 例会委員長  

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 

 

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34例会 4月17日(火) 1799号 
会 場 市民会館いわつき 401 
点 鐘 12:30 

テーマ 外部卓話  
 PG 渡邊和良様 
担 当 増強・退会防止委員会 

本日の例会 
第1800例会 4月24日(火) 

次回例会案内 
第1801例会 5月8日(火) 

会   場 市民会館いわつき 301 

例会テーマ 次年度クラブ協議会 

担   当 会長・幹事 

 次年度会長・幹事 
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1. 地区より2018～`19年度RI理

事指名委員会委員に田村亮

夫PGと補欠委員に森田武司

PGが選出されました。とお

知らせが届きました。 

2. 地区ローターアクトより

「フェアートレード講演会」の案内が届きまし

た。 

 ・日時 ５月19日(土)  18時30分受付 

 ・場所 浦和コミニティセンター10階 14集会室  

3. 大宮南RCより「創立40周年記念式典」の案内が届

きました。 

 ・日時 ５月29日(火)  17時00分 開会 

 ・場所 ブリランテ武蔵野   

 ・登録料 1名15,000円 

4. 米山奨学会より、田中徹夫PGに米山特別寄付の領

収書が届いております。 

5. 地区青少年交換委員会より、成田山ピクニックの

案内が届きました。 

 ・日時 ５月13日(土) 9時10分 ソニックシティ 

   駐車場 集合 

 ・場所 成田山新勝寺 

6. さいたま国際観光協会より「アジアオセアニア選

手権大会」協賛金のお願いが届きました。  

7. さいたま国際観光協会より「観光情報フリーペー

パー」が届きました。回覧 

8. 第4G清水恒信ガバナー補佐より「第8回会長・幹事

会」の案内が届きました。 

 ・明日4月18日(水)PM6:00～   

 ・場所 ジャック大宮 

9. 市民ゴルフの案内がFAXで流れています。参加者は

20日までに事務局へFAXお願いします。 

10.米山記念奨学会より「ハイライト米山217号」が届

きました。回覧 

 

 
 

◆清水常三公共イメージ委員会担当理事 

委員会よりガバナー月信の4

月号に杉田政男会員と加藤和正

会員の写真が掲載されておりま

すので、ご覧頂きたいと思いま

す。 

 

 

 
 

◆卓話者プロフィール 

1945年1月21日生まれ 

 栃木県栃木市 

1970年4月  株式会社日立製作所に入社   

 本社国際事業部配属 

 日立製作所 日立工場重電機事業部で1

年間工程管理の工場研修。 

 2年間の研修後、研修論文を纏め、日立の

役員の前で発表。合格し、企画員になる。 

1974年～75年  

 日墨政府交換留学生としてメキシコ国立

自治大学に留学。 

 帰国後、国際事業本部中南米課に配属 海

外投資・技術提携の仕事に携わりました。 

1983年   日立製作所退職し 株式会社渡邊商会に

入社  

 浦和青年会議所入会 

｢ロータリー歴」 

1991年 浦和北ロータリークラブ入会 

    青少年交換委員会委員 

    青少年交換委員会委員長 

    ＧＳＥ委員会委員 

    国際奉仕部門委員長 

    世界社会奉仕委員会委員 

    第２グループガバナー補佐 

    2013～14年度 国際ロータリー第2770地

区ガバナー 

 

◆パストガバナー渡邊和良様 

卓話の前に新会員7名より、ロータリーに入った目

的等や職業の紹介が行われました。内容については割

愛させて頂きます。 

この岩槻東ロータリーク

ラブでは杉田政男さんが86

歳で会長を受けていました

ので、他のクラブに行った

時もご高齢の方が、もう私

は年だから‥とおっしゃっ

ている方がおりますが、未

だ、貴方は若いので、会長をやってくださいよ‥と杉

田政男さんの名前を出させて頂いております。  私

の故郷は栃木県の栃木市になります。岩槻に非常に良

く似た環境でして、小さな町ですが゛、勉強が熱心な

ところです。東大にも何人もの学生が.入学していま

幹事報告 山崎和雄幹事 

委員会報告  

本日のテーマ 外部卓話 
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 す。たまたま家の近くに高等学校の英語の先生を退職

した方が住んでいて、小学校6年の時、英語の勉強を

始めました。そしてペンパルと言っていましたが、こ

の力を試してみようと思い、 
 

★ アメリカのケネディ大統領 

★ ロシアのフルシチョフ 

★ インドのネール首相 

★ ニュージランドのホリオーク首相 
 

に手紙を書き、「世界平和についての質問状を送りま

した。」ケネディ大統領とネール首相は秘書官から返

事がきました。フルシチョフさんからは返事がきませ

んでした。最後のニュージ―ランドのホリオーク首相

からは、ご本人から直接来ました。いろんな事を書い

て送ってくれました。 

子供の時から、将来は海外に行って、出来れば国際的

な機関で働きたいと考えていました。 

その為には英語の勉強が大切と考え、アメリカに留学

したくなりました。1966年から69年アメリカで勉強す

る機会を得ました最終的にカリホルニアの小さなカ

レッジを撰んでいきました。横浜からハワイまで船で

行きました。途中、船酔いしたり、大変な思いも致し

ましたが、普段経験出来ない体験を致しました。(紙

面の関係で一部割愛させて頂きます事を、ご了承くだ

さい。) 

日本に帰って来てからたまたま日立製作所で働きまし

た。2年間働き、研修もさせられました。 

 その後、メキシコ大学に留学できました。豪邸に行

き、1年間はそんな生活を体験致しました。 

メキシコでは、女中さんが何人もおり、とても贅沢な

生活を経験致しました。 

その後、結婚を機会に日立製作所を退社し妻の実家の

稼業の油屋をつぎ、今は不動産の仕事を少しやってお

ります。 

ロータリーでは、多くのロータリアンに「ロータリー

に入って何が一番良かったか」と質問しますと大部分

の方が、素晴らしい友人との出会いが出来たと答えま

す。出会いを大切にしたい。 

ただ名刺交換しただけでは友人関係は生まれません。

そこからどうしたらよいか。何かのチャンスをつかん

で積極的に行く。 

私は写真を撮ることが好きです。撮るだけでは何も生

じません。 

写真を撮ったらそこに映っている人に焼き増しをして

次に会ったとき差し上げる。 

興味ある人に出会い、名刺を交換したら、E-mailでお

会いできたことに感謝。 

クラブの先輩が話しかけてくるのを待つだけでなく、

年配のクラブ会員に話しかけるのも必要。感謝の気持

ちも忘れない。最近、私たちはお礼の返事をしなく

なってきました。 

たとえば、クラブの行事案内が届いたら、必ずメー

ル、ファックスなどで受け取った事及び、出欠の返事

などを行う。 

先日、クラブの○周年行事で年配の方と話すことが出

来ました。 

その方は、席が離れていて、一人寂しそうだった。

ビール瓶を持って挨拶に行った。 

非常に喜んでくださり、近いうちにあなたの会社を訪

問して遊びに行きたいという。 

一緒に写真を撮り、手紙を書いて送ったが何の音沙汰

もない。 

クラブには限られた人数の会員しかいない。他のクラ

ブにメーキャップに伺う。 

少し慣れたら、地区に出向させていただく。役職を頼

まれたら、時間の許す限り引き受ける。 

クラブでも、受身ではなく、みんなの為に何が出来る

か？ 

ロータリーの友の活用、記事を投稿している方にコン

タクトする。 

結局、ロータリーを楽しくするのは貴方しだいです。 

最後にこちらのクラブには、田中徹夫パストガバナー

がおられますが、田中徹夫さんは、ロータリーとは、

どの様な所でしょうか? 

田中徹夫パストガバナー‥ロータリーとは友達が出来

る事、知合いが出来る事です。クラブだけでは無く、

地区内や、国内、世界にも友達を作って大いに楽しん

で下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(渡邊PG様のお話は、まだまだメキシコでの体験談、

韓国インターアクトの交流会のお話など、感動的なお

話が続きました。そして、それを熱心に聞き入ってい

た新会員の皆様からも、感動の言葉を耳に致しまし

た。素晴らしい卓話を頂き有難うございました。) 
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渡邊和良パストガバナー(浦和北) 

 本日は、宜しくお願いします。 

鈴木 隆様(岩槻RC) 

 久々のMake upさせていただきます。 

丹野 寿明  渡邊パストガバナー本日は、卓話有難

うございます。 

山崎 和雄  次年度の地区協議会に出席してまいり

ました。丹野年度も先が見えてきまし

た。 

菊池 和彦  渡邊パストガバナー本日は、卓話頂き

ありがとうございます。 

阿津澤 清  次年度地区協議会も終了しました。今

後も頑張っていきましょう。 

萩原 秀咲  清水常三様の家の回りの芝桜がとても

きれいです。一度見に行ったら! 

加藤 哲男  渡邊和良PG卓話、宜しくお願いしま

す。 

(同趣旨)     加藤 和正    遠藤 光治 

       杉田 政男    山形 照之 

       橋本かほる    清水 常三 

       小宮  勇 

宮本 和寿  渡邊パストガバナー、卓話有難うござ

います。4/13の地区協、参加有難うご

ざいます。 

斎藤 公司  小宮年度の組織表が出来ましたね。皆

で協力しましょう。 

橋本  昇  苺狩り有難うございました。 

関根 隆光  体調もようやく良くなって来ました。  

藤田 恵子  渡邊パストガバナー、鈴木隆様、よう

こそ! 渡邊パスト本日の卓話楽しみに

しています。 

増渕  明  先日の次年度地区研修協議会、大変勉

強になりました。 

関口 裕美  苺狩り、天候に恵まれて良かったです

ね。 

田中 徹夫   萩原 満久   飯淵 昭二  

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  

4/17合計 ４３，０００円 

今年度累計 ９５７，７０８円 

例会日 総数 出席 欠席 Ｍｕ 出席率 

本日  
免除2名 

32 
(2) 

22 
(2) 8 6 93.33% 

3/27修正 

免除2名 
32 
(2) 

32 
(2) 0 0 100.0% 

出席報告  

 

 

国際ロータリー研修リーダー  

( Rotary International Training Leaders) 
 

研修リーダーは、毎年、会長及び国際協議会議長と

協議して会長エレクトにより、選挙される。選考に

当たっては、ロータリーの知識と効果的な指導技術

分野における能力を習得していることに特別な考慮

が払われなければならない。各研修リーダーの責務

には、下記の事項が含まれる。 

〇 国際協議会でグループ検討指導者を務めること。 

〇 地区ＰＥＴＳと地区協議会の準備をするガバ

ナー・エレクトと地区研修リーダーに助言し援助

すること。 

〇 ガバナー補佐の研修プログラムの準備をする時期

ガバナーに助言し、支援すること。 

〇 地区ガバナーが次期地区インターアクト代表、次

期ローターアクト代表及びクラブ会長の研修セミ

ナーを立案際、顧問となること。 

〇 クラブと地区レベルのロータリー指導者へのロー

タリー情報源となること。 

写真は「ロータリーの目的」と「四つのテスト」

を斉唱する小宮職業奉仕委員長 


