
 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

■ 清水 常三 会員 お誕生祝い 

■ 山形 照之 会員   〃 

■ 菊池 和彦 会員   〃 

■ 関口 裕美 会員   〃 

■ 清水 常三 会員 ご結婚記念 

■ 藤田 恵子 会員   〃 

 
 

 
 

■ 大宮東ＲＣ会長 黒須英男様 

 

 

 皆様こんにちは。 お客様のご紹介をいたしま

す。大宮東ロータリークラブ会長黒須英男様、よ

うこそお越しくださいました、後ほどご挨拶を宜

しくお願いいたします。大分寒くなってきました

が、この気温が普通かもしれませんね。風邪をひ

かない様に気を付けましょう。 

さて、地区大会は大変多くの方々のご出席を頂き、壇上でのクラブ紹介大

変ご苦労さまでした。そして、先週の理事会において2020～2021年度会長

ノミニ―に加藤哲男様、幹事ノミニ―に萩原満久様が、全員一致にてご承

認いただきましたので報告いたします。又、パスト会長丹野様の応援を頂

き、飯淵年度の年次総会にやっと間に合いそうで、ほっとしております。

それから京野新悟会員の所属委員会は、親睦活動委員会と地域社会奉仕委

員会といたします。 

先週の親睦ゴルフ大会には、京野会員にも参加して頂きまして、楽しい時

間を過ごす事が出来ました。有難うございます。今日は京野会員の卓話で

あります。後ほど宜しくお願いいたします。 

 さて、大変気になる記事が目につきましたので紹介いたします。マイク

ロプラスチックによる環境汚染であります。この問題を研究している愛媛

大学日向博文教授（沿岸海洋学）によりますとマイクロプラチックとはプ

ラスチックゴミが微細化したもので、大きさ５㎜以下のものを言うようで

す。私達の体内には、知らず知らずのうちに大量のプラスチックゴミがは

いっているといわれております。路上に捨てられたペットボトルやレジ

袋、お菓子の袋などが、雨で流され海に入ります。プラスチックの洗濯は

さみが１年もしない内にボロボロになるのは、紫外線で劣化するからです

が、同様に海上に漂うプラスチックゴミも紫外線で劣化し、波の力で粉々

になります。それを小さなプランクトンや魚,貝、海鳥などがエサと間違え

て食べてしまう。生態系への影響や海洋汚染が深刻な問題になっています。 

今年２月に台湾では2030年までにプラスチック製品全面禁止、４月にはイ

ギリスではマドラーなど使用を来年から禁止する計画を、７月にはスター

バックスが2020年までに全店舗ストロ―使用廃止すると公表されておりま

す。マイクロプラスチックを食べた魚や貝を、人間が食ベると、当然体内

に入ります。今回は排出されましたが、プラスチックに付着した添加物や

化学物質は体内から出ていかないようであります。まだまだ大変な問題で

すが使い捨てプラスチック品の利用を減らすように心掛けていきたいと思

います。以上です。  

 

本日の例会 
第1826例会 12月4日(火) 

第18例会 2018年12月4日発行 

お客様紹介 

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18例会 11月20日(火)1824号 
会 場 市民会館いわつき 401 
点 鐘 12:30 

テーマ 新会員卓話 
 京野新悟会員 
担 当 増強・退会防止委員会 

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 

 

会長挨拶 小宮 勇会長 

会   場 市民会館いわつき 301 
担   当 会長・幹事 
 

点   鐘 12:30 
斉   唱 君が代･奉仕の理想 

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 年次総会 

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 

１２月お誕生日･ご結婚記念の 

皆様おめでとうございます！ 

例会案内 第1825例会 

 11月25・26日(日・月) 
家族同伴親睦旅行 
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◆黒須英男大宮東ロータリークラブ会長 

 皆様改めてこんにちは。訪問

が大変遅れて申し訳ございませ

んでした。友好クラブの愛媛の

クラブが被害が甚大だった事

と、クラブのサマーフェスティ

バルの時に腰を痛めてしまい遅

くなりました。小宮 勇会長様、宮本和寿幹事様、ご

就任おめでとうございます。又、菊池和彦ガバナー補

佐と加藤和正グループ幹事様にも日頃、大変お世話に

なっております。先日の創立記念日には、ガバナー補

佐にもご挨拶頂き有難うございました。丹野寿明直前

会長様には、昨年度、青少年交換で、タリータを預

かって頂き大変だったと思います。ご苦労様でした。

これからもどうぞよろしくお願い致します。 

 

 
 

1. 国際ロータリー日本事務局

より、飛田美佐子会員に寄

付の領収書が届きました。 

2. 地区より2020-2021年度ガバ

ナー補佐推薦の案内が届き

ました。菊池和彦ガバナー

補佐宜しくお願い致します。 

3. 「地区のあゆみパートⅢ」編集委員会より、再度

追加のグローバル補助金についての校正が届きま

した。我がクラブでは、過去10年間にはグローバ

ル補助金は行っておりません。 

4. 米山記念奨学会より、「ハイライトよねやま224

号」が届きました。 回覧 

5. 地区よりインターアクト韓国派遣団員追加の案内

が届きました。 

6. 埼玉県腎アイバンク協会より「設立30周年記念

誌」が届きました。 回覧 

7. 大宮西ロータリークラブより週報が届きました。 

回覧 

8. 京野新悟会員の所属委員会が親睦委員会と地域社

会奉仕委員会に決まりました。 

9. 2020-2021年度加藤哲男会長エレクト年度の幹事に

萩原満久会員が引受けて頂ける事になりました。

宜しくお願い致します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆増渕 明管理運営委員会担当理事 

 11/25(日)26(月)の2日間の家

族親睦旅行の件ですが、25日の

朝8時に岩槻駅西口広場に集

合・出発ですので、遅れないよ

うにお願いします。尚、飲み

物、つまみ等ご用意してありま

すので、バスにて楽しんで下さい。 

 

◆阿津澤清会員増強委員会担当理事 

 本日の卓話者、飯野新悟さん

は1980年8月5日生まれの38歳と

いう若さです。熊木景さんに続

いての若い会員となります。今

日の卓話が楽しみです。宜しく

お願い致します。 

委員会報告  

 IWATSUKI-EAST ROTARY CLUB WEEKLY REPORT 

幹事報告 飯淵昭二会長エレクト 

お客様ご挨拶  

BE THE INSPIRATION (インスピレーションに

なろう)中川ガバナーの11月のメッセージです。 

飛田美佐子会員による

「ロータリ ーの 目的」と

「四 つ の テ ス ト」の 斉

唱、それに会員の斉唱

風景。 

ピチット決まりました。あ

りがとうございます。 
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◆京野新悟会員 

皆様こんにちわ、今回の卓話

は新会員として自己紹介させて

頂きます。私の家族は、妻34

歳、子3歳、チワワ12歳（2匹）

です。生まれも育ちも埼玉の大

宮になります。父は69歳、母は

62歳、姉は41歳です。私の父は、秋田出身で、サッ

カーの古豪秋田商業出身で、NTTに勤め、現在の大宮

アルディージャの前身である、ＮＴＴ関東サッカー部

の3代目監督であります。まさに、体育会系の父で、

幼少の頃から、1番になれ、負けるなと育てられ、ま

た頑固な所もありましたので、私の今の性格の形成に

色濃く影響があります。しかし、影響と言っても反面

教師的な部分でして、幼少の私としては、どちらかと

言えば理不尽な父の言葉に負けぬよう、冷静に相手の

話を聞き、理論的に話をすることを鍛錬したと思って

います。そのお陰で社会に出てからは、営業職として

仕事が出来ていると感謝しています。小学生の頃、こ

んなエピソードがあります。父の影響もあり、サッ

カー少年団に所属していた私は、運動も好きでした

し、サッカーを楽しんでいました。しかし、突然父か

ら「少年団は辞めたぞ」と通告され、マンツーマンで

の指導が始まりました。父曰く、その少年団のコーチ

の指導が良くないとのことで、私の意見は関係なく、

辞めさせたとのことでした。マンツーマンの指導は非

常に厳しく、パス1本曲がる事が許されない練習をさ

せられ、怒られ毎日泣いていた事を今でもはっきり覚

えています。皆様の予想通り、サッカーはすぐに辞

め、そこで当時マイケル･ジョーンや漫画スラムダン

クでブームだったバスケットボールと出会いました。

当時、運動神経に自信があり、すぐにバスケットにの

めり込み、中学、高校、社会人32歳くらいまでずっと

バスケット一筋で過ごしました。 

 

高校は県立大宮東高校に所属し、新人県大会では優

勝したこともありました。高校卒業後は、高校時代の 

先輩、仲間と社会人バスケットクラブを作り、埼玉

県の一般選手権大会では、優勝も経験するほどでし

た。そこでの仲間は今でも定期的に会い、今はゴルフ

仲間になっています。大学卒業後は、富士ゼロックス

埼玉（旧埼玉ゼロックス）に入社し、営業で、新規開

拓やお客様担当を経て、営業課長を経験させて頂きま

した。ゼロックスという言葉を聞くと、「コピー」と

いう印象が強いかと思いますが、ゼロックスはソフト

ウェアなどＩＴ関連のコンサルもしておりますので、

私も一般の方々よりはＩＴ関係に強いと思いますの

で、皆様も何かお困りになりましたら、お気軽にご相

談下さい。富士ゼロックス埼玉を退職後は、現在所属

のメットライフ生命保険に入社しました。転職のきっ

かけとしては、私が35歳の時、社会人バスケットでお

世話になった高校の先輩が38歳の時、脳梗塞で突然亡

くなられました。高校卒業から15年以上のお付き合い

でしたので、ご家族も友人で本当にショックを受けた

こと、また私も35歳のときに2回目の結婚をし、子供

を授かった事もあり、人生一度きり、やりたい事を

やって、家族も守らなければいけないと思い転職に至

りました。現在のメットライフ生命には、大宮北ロー

タリーの林雅之さんが所属し、その林雅之さんは富士

ゼロックス埼玉時代の私の最初の上司でもあります。 

現在の仕事を少し紹介します。個人向けに生命保険

を販売することもしておりますが、ゼロックス時代の

法人営業の経験を生かし、法人向けにお金のセミナー

を行っております。現在、人生100年時代と様々なメ

ディアに言われております。そのきっかけになったの

は、リンダ・グラットン著「LIFE SHIFT」でありま

す。人生100年時代を迎える中で、国、組織、個人の

ライフプランの見直しを迫られているという内容で

す。今までの考え方で、変化の多い、今後の社会を生

き残れるのか、「身体の健康」「心の健康」は昨今企

業経営においても重要視されるようになりましたが、

『お金の健康』という視点でセミナーを開催し、企

業、従業員に対して、安心を届けれられるよう活動し

ております。私はまだ38歳、皆様の色濃く深い人生と

は到底比較も出来ない人間ではありますが、今後勉強

させて頂き、成長していきたいと思っています。 

 

 

 

 

 

本日のテーマ 新会員卓話  

 IWATSUKI-EAST ROTARY CLUB WEEKLY REPORT 

京野新悟会員のパワーポイントによる自己紹介が行わ

れました。 
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黒須 英男様(大宮東RC) 

 訪問が遅れてすみません。小宮会長、

宮本幹事、本日は宜しくお願いしま

す。 

小宮  勇  地区大会、皆様大変ご苦労様でした。

大分寒くなって来ました。体調に気を

付けましょう。京野様、卓話宜しくお

願いします。 

阿津澤 清  ガバナー公式訪問、地区大会と大きな

行事が終わりました。今後は増強に力

を入れていきます。 

杉田 政男  大宮東RCの会長様、ようこそ。京野様

たくわ宜しくお願い致します。 

（同趣旨）  丹野 寿明    斎藤 公司 

       遠藤 光治    萩原 秀咲 

       橋本かほる    藤田 恵子 

       増渕  明 

京野 新悟  ゴルフ親睦会、楽しく過ごす事が出来

ました。有難うございました。 

末次 哲朗  結婚祝い、有難うございました。 

加藤 哲男  大宮東RC黒須英男会長、ようこそ。京

野新悟会員、イニシェーションスピー

チ宜しくお願いします。 

飛田美佐子  地区大会、行けなくて残念でした。 

関根 隆光   田中 徹夫   飯淵 昭二 

山崎 和雄   加藤 和正  

 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 

ニコニコＢＯＸ・出席報告 

 IWATSUKI-EAST ROTARY CLUB WEEKLY REPORT 

ニコニコBOX金額報告  

11/20合計 ２７，５００円 

今年度累計 ５１１，５００円 

例会日 総数 出席 欠席 Ｍｕ 出席率 

11/20 
免除4名 

31 
(4) 

18 
(4) 9 3 77.77% 

11/16修正 

免除4名 
31 
(4) 

19 
(4) 8 3 81.48% 

出席報告  

 

 

 

国際ロータリーの管理 ( RI Administration) 

ＲＩは、RCの連合体として、ＲＩ定款と細則に

よって統轄されている。定款には、ロータリーの

名称、目的、綱領、RI会員としてのクラブ、クラ

ブ会員としてのロータリアンの規定など16条を載

せている。 

ＲＩ細則は24条から成り、会員身分、ＲＩ理事

の権限と任務、RI役員の資格と選挙などを規定し

ている。また、RI理事と他の役員の使命、クラブ

の管理、国際大会、ロータリー財団、人頭分担金

の支払いなども規定している。ほかに立法手続

き、財務事項、期間雑誌(ロータリアン誌)と公式

地域雑誌の購読なども規定されている。 

 

 
国際ロータリーの会員組織(Membership in RI) 

ＲＩは、ＲＩ定款及び細則に従って結成され

る。クラブがＲＩに加盟するに当たって、クラブ

定款として標準定款を採択しなければならない。

しかし、標準定款が採択された1922年6月6日より

前にＲＩに加盟したクラブは、そのクラブ独自の

標準定款の下に運営する資格を有する。更に5年を

超えない試験的プロジェクトとして、理事会はク

ラブの定款の諸規定が、ＲＩ定款または細則に合

致しないクラブの加盟を承認するか、または再編

成を許可することができる。 


