
 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 皆様こんにちは。先週の中川高志ガバナー公式

訪問例会では、皆様方のご協力により無事終わる

ことが出来、今はほっとしている処です。又、中

川高志ガバナー、菊池和彦ガバナー補佐いろいろ

とご指導頂き、誠に有難う御座いました。 

早くも11月に入り2018-19年度地区大会が10日

（土曜日）11日（日曜日）の２日間「大宮ソニッ

クシティホール」にて開催されます。プログラムは皆様方に渡っています

が、第１日目はPM13.00点鐘、夜間は「歓迎晩餐会」が有ります。第2日

PM12.10点鐘、大懇親会が有ります。今回はクラブ紹介に会員全員タスキ

掛けにて檀上に上がりますので、多くの会員の出席をお願いしたいと思い

ます。又岩槻駅午前10時30分に集合して、大宮にて食事をいたします。宜

しくお願いいたします。 

さて、今日の例会テーマは遠藤光治会員卓話「大転換期～夜の時代から

昼の時代」と云う事です。大変興味がわいて楽しみにしております。又、

夜には第８回理事会を「雅致」にて行いますので宜しくお願い致します。 

最後に宮本幹事のところに４日(日曜日)萩原秀咲様と行って参りまし

た。宮本様は大変元気で普段と変わりなく、今月の30日に本退院が出来る

との電話をいただきました。大変うれしく思いますが、私達とお会い出来

るのが来年になるようであります。以上ご報告です。 

 

 
 

1. 国際ロータリー日本事務局より、阿津澤清会員

にマルチプルポールハリスフェロー５回目の

バッチが届いております。後程、会長より授与

致します。 

2. 同じくロータリー財団より阿津澤清、中里 仁、

増渕 明会員に寄付の領収書が届きました。 

3. 「地区のあゆみパートⅢ」編集委員会より、原

稿の校正が届きました。 

4. 東日観光より、国際大会(ハンブルグ大会)参加募集の案内が届きまし

た。 

5. 日本事務局財団室より「財団ニュース11月号」が届きました。回覧 

6. 手をつなぐ育成会より会報が届きました。 回覧 

7. ロータリーの友誌11月号、ガバナー月信11月号が届きました。因みに

月信に関根隆光会員と橋本 昇会員が米山の寄付で15頁に掲載されて

おります。 

8. 今晩6時30分雅致にて、第8回理事会を開催致します。役員・理事は出

席下さい。 

本日の例会 
第1824例会 11月20日(火) 

第16・17例会 2018年11月20日発行 
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国際ロータリー第2770地区  
第4グループ 
国際ロータリー第2770地区  
第4グループ 
国際ロータリー第2770地区  
第4グループ 

第16例会 11月6日(火)1822号 
会 場 市民会館いわつき 401 
点 鐘 12:30 

テーマ 会員卓話 
 「世の中の大転換期」 
担 当 遠藤光治プログラム例会委員 

インスピレーションになろう 

 

インスピレーションになろう 

 

インスピレーションになろう 

 

会長挨拶 小宮 勇会長 

会   場 市民会館いわつき 401 
担   当 増強･退会防止委員会 
 

点   鐘 12:30 
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 小宮 勇会長 

会 長 挨 拶 小宮 勇会長 

お客様挨拶 小宮 勇会長 

幹 事 報 告 宮本和寿幹事 

委員会報告 

スマイル報告 例会委員会 

例会テーマ 新会員卓話 

出 席 報 告 出席奨励委員会 

次回例会案内 丹野寿明例会委員長 

 11 月13 日(火)は、 

振替休会です。 

次回例会案内 
第1825例会  

11月25日(日)・26日(月） 

会   場 昇仙峡・石和温泉 

例会テーマ 家族同伴親睦旅行  

担   当 親睦活動委員会 
幹事報告 奥津雅史副幹事 
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◆橋本かほる財団・米山担当理事 

 お陰様で、米山の寄付が85％

に達しました。財団はもう少し

ですので、引き続きご協力をお

願い致します。 

 

 
 

◆増渕 明管理運営担当理事 

 事務局より、お知らせが行っ

ていると思いますが、親睦旅行

の費用を集金させて頂きますの

で、ご協力を宜しくお願い致し

ます。 

 

 

 

 

世の中の大転換期 

（宇宙は夜の時代から昼の時代へ) 

◆遠藤光治管理運営・プログラム・例会委員 

 こんにちは、本日は本の嫌い

な私が最近読んだ本の中からの

情報と知人から聞いた話の情報

を話したいと思いますので宜し

くお願い致します。 

 先ずは、今年の始めの頃に話

をさせて頂きましたが、これから先10・20年の未来に

は「第4次産業革命」に入り、あらゆるものがイン

ターネットで繋ぐ先端技術を組み合わせて産業構造の

転換を図ると言われています。過去の第1次産業は

「食糧・原材料の農林水産業」で第2次産業では「製

造業・建築業・水道業」で第3次産業は「現在の商

業・運輸・通信・金融・公務・サービス業」となって

います。そして、次に来るのが第4次産業になり、私

たちの生活も変わって行くことがすぐそこに来てい

る…。と言ったことがあったかと思います。 

 現に自動運転自動車や人の声で話しかければ対応し

てくれる等AIの発展で人手不足の解決などの社会が

やってきています。例えば、無人コンビニ・VR（バー

チャルリアリティー）と言って現地に行かなくても実

際の体験を味わうことができる等、また医療現場でも

医療技術の進化でAIが病気を見つけることが出来、癌

も心配しなくてもいい時代が来ます…と、関係者は 

言っています。また、私が2015年に聞いたのですが、 

夜と昼の話です。 

私たちの地球は銀河系にあります、その銀河系では1

日が5000年に当たります、その半分の2500年が夜と昼

に分けられて、その交代の日が2012年12月22日と言わ

れています。 

2012年12月22日、前は夜の時代でウソの時代と言われ

隠したり、騙しあい、があるような時代であると言わ

れていました。 

 しかしながら、これからの時代は昼の時代と言われ

本物・本当のことでないと直ぐに、ばれてしまう時代

になると言われています。 

そこで2012年以後、色々な企業が改ざん問題や不祥事

がさらけ出されました。この様なことは先に言いまし

た昼の時代では本物・本当であることで騙すことが出

来ない社会になっていると思います。又、飲食業界で

も冷凍技術の進歩で、お店で解凍して盛り付ければ、

たった今、職人が作ったかの様な物になって出てきま

す。家庭でも簡単に調理出来れば、家族の中でも男女

の役割が変わって来るように思えます。 

 現段階の世の中の変化は今までの常識では計り知れ

ない事ばかり起こっています。平成23年３月11日の東

日本大震災以降の社会・政治・経済・産業・会社が混

乱し、どうしたらいいのか迷っている事が多いように

思えます。それは、今が大転換期・移行期の時代だか

らと言っています。そして、今は昼の時代に入ってま

だ6年しか経っていない2500年の内6年ですからまだ日

が昇りかけでいますので混乱しているのは仕方ない事

だと思います。 

 そうしましたら、この混乱期を抜けたときにはどの

ような時代になるのかと気になります。 

 昼の時代は高次精心文明時代と言いまして宇宙・空

中のエネルギーを活用していく時代です。また心を大

きく成長させる時代でもあるとも云われます。人間は

自分の魂の記録に基づいた人生を歩み自由に生きられ

る、自分しかできない魂職つまり、自分がこの世の中

のために生まれてきた役目が魂職であります、そして

時代がどんどん進んでいきますと宇宙には豊富なエネ

本日のテーマ 会員卓話  

委員会報告  

 IWATSUKI-EAST ROTARY CLUB WEEKLY REPORT 

日本財団より、阿津清会

員にマルチプルポール

ハリスフェロー5回目の表

彰バッチが届きました。

小宮勇会長より贈呈され

ました。おめでとうござい

ます。 
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 ルギーが有りますので使えば使うほど増えることの現

象が現実になるのです。そうしますと使うのが楽しく

なります。更に時代が経過すると、衣食住が只になる

らしくなります。 

そうしましたらお金が要らなくなる。そうした夢のよ

うな状態になるのは、ずっと先になるかも知れません

が、何しろ昼の時代は2500年間あるのですから。 

 今の私たちには考えられない事だらけでありますの

で、ただ今を生きるのでありまして、今までの惰性で

生きるしかないと思いますが、でも、世の中はだんだ

ん変わって行くことだけは頭の隅にでも入れて置いた

方が良いのではないかと思います。又、話は変わりま

すが、日本では自殺者やうつ病・自律神経、などの病

気が増えているのはご存知でしょうか? それは農薬の

主成分がリンからニコチン系に変わった事で多くなっ

て来ているのではないかと言われています。 

 では、最後に私が時代の先読みをしていることを話

します。 

 私はこれからの社会は水素の時代だと思っていま

す。それはエネルギー、電気を興すのにも水素によっ

て電気を作る。そうしますと電気を運ぶ送電線は要ら

なくなり、地域・自治会単位や個人・会社などで水素

による発電所を設けてエネルギーを生み出すことも出

来る時代が来るのではないかと夢を見ています。ま

た、私たちの健康でも水素の活躍が期待出来るので

は…?と期待しています。今、私は医者から血圧の薬

と、インシュリンを一日に3本を朝・昼・晩、食事の

前に一生打つようにと言われました。しかし、それを

守らず水素を朝、食事のときに1時間、夜の食事のと

きに1時間テレビを見ながら水素を吸っているだけに

しています。私がどうなるか見ていてください。 
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■ 末次 哲朗会員 お誕生祝い 

■ 遠藤 光治会員   〃 

■ 奥津 雅史会員   〃 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 熊木  景会員 お誕生祝い 

■ 杉田 政男会員 ご結婚記念 

■ 遠藤 光治会員   〃 

■ 加藤 哲男会員   〃 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご結婚記念・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‥‥。 

例会風景の写真と加藤哲男ｽﾏｲﾙ報告、斎藤公

司出席報告、下は丹野寿明例会委員長と増渕

昭管理運営理事です。お疲れ様です。 
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小宮  勇  中川ガバナー公式訪問例会へのご協力

により、無事終わることが出来大変有

難うございました、又、地区大会宜し

くお願いします。 

遠藤 光治  本日は、拙い卓話をさせていただきま

す。 

杉田 政男  遠藤光治委員長、卓話有難うございま

す。結婚65年目を迎える事に、感謝を

申し上げます。 

斎藤 公司  遠藤さん、卓話たのしみです。 

増渕  明  本日で入会して1年が経ちました。今後

もご指導お願いします。 

阿津澤 清  11月3日、鷹狩り行列、人形供養で岩槻

の街も人がいっぱいでした。 

加藤 哲男  誕生日、結婚記念日の皆様、おめでと

うございます。今週から玉葱の植え付

けを始めました。 

丹野 寿明  遠藤会員、卓話有難うございます。 

京野 新悟  先週の中川ガバナー公式訪問、大変勉

強になりました。 

中里  仁  さつま芋、豊作のもよう。 

奥津 雅史   藤田 恵子   水戸  恵 

萩原 満久   田中 徹夫   橋本かほる 

山崎 和雄   加藤 和正   萩原 秀咲  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例会日 総数 出席 欠席 Ｍｕ 出席率 

11/6免除 
2名 

31 
(4) 

19 
(4) 8 4 85.18% 

10/23修正 

免除2名 
31 
(4) 

19 
(4) 8 5 88.88% 

出席報告  

ニコニコＢＯＸ・出席報告 

 IWATSUKI-EAST ROTARY CLUB WEEKLY REPORT 

ニコニコBOX金額報告  

11/6合計 ３４，０００円 

今年度累計 ４８４，０００円 

小宮年度10月のハイライト 

有志による栃木方面への散策、6名が参加いたしました。 

今年度初めての入会者、京野新悟会員へガバナーより

バッチの贈呈。 

中川高志ガバナーをお迎えしての公式訪問例会。 

井原實バストガバナーを囲んで、大宮西RCの皆様と。 
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小宮年度(2018～2019) 

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 
国際ロータリー第2770地区  
第4グループ 
国際ロータリー第2770地区  
第4グループ 

第17例会 11月11日(日)1823号 
会 場 大宮ソニックシティ 
 大ホール 

テーマ 国際ロータリー第2770地区 
 2018-19年度 地区大会 
 

インスピレーションになろう 

 

インスピレーションになろう 

 

インスピレーションになろう 

 

11月10日(土)・11日(日)の2日間、

大宮ソニックシティホールに於い

て、第2770地区の地区大会が開催

されました。我がクラブからは20名

を超える多くの会員が出席ください

ました。幸い天候にも恵まれ、2日

間秋晴れの下で大盛況でした。 

菊池和彦ガバナー補佐の先導によ

るグループ全会員の壇上での紹介

も行われました。アトラクションに歌

手八神純子の歌も披露されました。 



 

6 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IWATSUKI-EAST ROTARY CLUB WEEKLY REPORT 

例会日 総数 出席 欠席 Ｍｕ 出席率 

11/11 
免除2名 

31 
(4) 

31 
(4) 0 0 100.0% 

10/30修正 

免除2名 
31 
(4) 

25 
(4) 4 2 92.59% 

出席報告  

 2018～’19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   小宮  勇 
例 会 場 さいたま市民会館いわつき Tel  048-756-5151 幹    事  宮本 和寿 
クラブ事務局   Tel 048-757-9786  Fax 048-756-5539 会報委員長 山形 照之 

U    R    L http://www.iwatsuki-east-rc.org 

出席報告 

写真上は、田中作次元Ri会長と

国際ロータリー財団管理委員の

北清治バストガバナーご夫妻、ほ

か、会員の皆様です。 


