
 

  

 

 
 

 
 

 

 

 
 

最近インターネットやホームページなどで直接

仕事の依頼があります。まったくの面識のない方

と話をしていかなくてはなりません。初対面の方

とのコミュニケーションの取り方、結構難しいも

のが有ります。仲介者がいてくれたりするとス

ムーズに進みますが。 

本屋でそんな時の本が目につきました。まずは

「相手のことを三つは知ろう」雑談や自分のこと

は必要ない。とは言っても自己紹介ぐらいしないと怪しまれそうです。結

構この本は要点のみを強調して書くようです。その前提で聞いてくださ

い。仕事上の会話ですからお友達でも家族でもありません。無駄な時間を

相手に使わせない。そんなことが趣旨のようです。相手が必要とする内容

とは、天気のことなどではありません、相手が私に要求すること、伝えた

いことを早く伝えることが重要なわけです。そのことが「私を大切に思っ

て接してくれている」結果として「自分にとって必要な提案をしてくれて

いる。」という二つの実感を得てもらえるのではないでしょうか。 よく

お客様がいらっしゃると自分の会社の内容とか、設備、実績を相手の話も

聞かずにべらべらしゃべる営業マンがいます。私の会社にも過去に居まし

た。まずは相手の話をじっくりと聞く。でもじっくり聞いているとよけい

に、途中まで聞いて「あっ、このことだな」とわかることがよくありま

す…が、そこでグッと自分を抑えて最後まで相手に言わせることが大切な

のだと思います。話の途中で相手の話を中断させて「わかりました、そう

いうことでしたらこのような提案が」などと口をはさみたくなるもので

す。こっちも忙しいわけですから。でも、ここで相手が「違います」など

と言われたら最悪、「その通りです」と言ってくれたとしても、相手には

少なからず不満が残ります。 

また、最後まで話を聞いても、心の中でゆっくり「イッチ、ニ」と数えて

その後こちらの意見を話し出す。結構私も実践しているつもりですが。相

手の信頼は得られやすいです。コミュニケーションというのは相互理解で

す。両者がこのように相手の話を聞こう、聞き出そうという気持ちを持っ

て話を進めていくことで、より早く、より深く相手の信頼を得られるので

はないでしょうか。ここにおられる経営者の方に、今更言うことではない

とは思いますが。ともすると忘れがちで、気が付いたら自分の自慢話で終

始してしまったなんてこともあります。 

この機会に自分自身再度確認させてもらいました。   

 

 
 

1. 地区より「１月１日現在会員数報告書」が届きました。因みに我がク

ラブは令和２年１月の会員数は29名となります。 

2. 地区より「地区補助金大口枠に関するご案内」が届きました。特記す

べきは新規事業にのみ使用出来、継続事業には使えません。 

本日の例会 
第1879例会 2020/1/21 (火) 

会   場 北京料理「ぺきんてい」 
例会テーマ クラブ研修リーダー・ 
 新会員歓迎会 
担   当 ｸﾗﾌﾞ研修ﾘｰﾀﾞｰ(委)・ 
 会員増強委員会 

第25例会 2020年1月21日発行 

飯淵年度(2019～2020) 

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 2020/1/14(火) 1878号 
会 場 市民会館いわつき  301 
点 鐘 12:30 

テーマ 下半期について 
 会長・幹事・各理事 
担 当 会長・幹事 

会長挨拶 飯淵昭二会長 

幹事報告 奥津雅史幹事 

会   場 市民会館いわつき 301 
例会テーマ 卓話 タイ帰国報告 
 
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 
お客様紹介 飯淵昭二会長 
会 長 挨 拶 飯淵昭二会長 
お客様挨拶  
幹 事 報 告 奥津雅史幹事 
委員会報告 
スマイル報告 例会委員会 
例会テーマ 卓話  
担   当 国際奉仕委員会 
出 席 報 告 出席奨励委員会 
次回例会案内 加藤哲男例会委員長 
 

次回例会案内 
第1880例会 1月28日 
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 3. 第4グループガバナー補佐小

田光司様より、 

 ①第6回会長幹事会の案内が

届きました。 

 ・1月15日(水)PM6:00～ せ

んべい家  

 飯淵昭二会長、奥津雅史幹

事出席 

 ②第2回インターシティミーティング(ＩＭ)実行委

員会の案内が届きました。 

 ・1月24日(金)PM6:00～ 雅致にて   

 小宮 勇実行委員出席 

 ③インターシティミーティングの案内が届いてお

ります。既に皆様にはFAXでお報せしております。

お返事が未だの方は1/16日までに事務局へFAXをお

願いします。 

4. 岩槻RCより3クラブ合同例会の案内が届きました。 

 ・1月27日 PM6:30～ ふな又 

  飯淵昭二会長、奥津雅史幹事、小宮勇実行委員出席 

5. 財団ニュース 1月号が届きました。 回覧 

6. レターケースに、①ロータリーの友 2月号と 

 ②週報22例会と23例会の2号が入っております。 

7. 地区より「RLIパートⅠ」の修了書が増渕明会員と

加藤哲男会員に届いております。 

8. 今晩PM6:30より“焼肉やっちゃん”(奥津雅史幹事

の店)にて、「第11回理事会」を開催致します。理

事の方は宜しくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

◆橋本かほる財団・米山理事 

 改めまして、本年もどうぞ宜

しくお願い致します。財団の

レートは1月110円ですので、

27,500円となります。米山はあ

と3名ほどで満額になります。

引き続きご協力の程を宜しくお

願い致します。 

◆阿津澤清会員増強委員会理事 

 1月28日(火)PM6:30～「北京

亭」にて、小泉真悟さんの歓迎

会を開催致します。菊池和彦ク

ラブ研修リーダーの担当例会で

すが、相乗りさせて頂いて行い

ます。後程、FAXを流します。

大勢のご参加を宜しくお願い致

します。 

 

◆関根隆光会計 

 早速ですが、会計からのお願

いをさせて頂きます。下期の年

会費ですが、すでに半数の方々

から振込み、引落しをして頂い

ております。今年度には、40周

年記念も開催されますので、早

めのご入金とご協力を宜しくお

願い致します。 

 

◆増渕 明管理運営理事 

 お 陰 様 に て、12/21 に「プ

リューム・ブラン」にて、家族

同伴の忘年例会と1/11の「久伊

豆神社、せんべい家」にての新

年例会が無事に終了出来ました

ので、ご報告とお礼を申し上げ

ます。有難うございました。 

 

 

 

 

 

◆増渕 明管理運営理事 

親睦活動委員会 下期活動計画 

・毎月、第一例会にて当月の結婚月の会員にお花の贈

呈、誕生月の会員に果物の盛り合わせを贈呈 

・新年例会 

１月11日（土）岩槻区：久伊豆神社にて新年のご祈祷

後、せんべい家にて会食実施 

・花見例会 

３月後半～４月初め 

・社会奉仕委員会と親睦委員会合同で、児童養護施設

いわつきにて芋煮会を実施予定 

・家族同伴最終例会 

６月末頃に実施予定。会場未定の為、委員会にて企画

後、報告。 

※下期に入りましたが、今後も諸先輩方のご指導をい
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3 

 ただきながら、活気あるクラブ運営を目指して頑張っ

て参ります。 

 

◆阿津澤清会員増強委員会理事 

 会員増強の下期ですが、努力はしていますが、中々

増強には繋がらないのが実情です。忘年例会に出席さ

れた大橋さん、それに白鶴幼稚園と老人ホームを経営

している清水さん、又、斎藤公司さんが推薦している

東栄運輸の添野さんはお父さんが岩槻東ロータリーの

元会員だった…と聞いております。40周年に向けても

う一息ですので、皆さんからの紹介が人柄が解って一

番良いと思いますので、宜しくお願い致します。 

 

◆藤田恵子公共イメージ委員会理事 

 お陰様で、上期に全ての委員

会行事が終了致しました。下期

は会員増強のパンフレットを活

用して会員増強に力をいれて行

きたいと思いますので、ご協力

を宜しくお願い致します。 

 

 

◆山崎和雄奉仕プロジェクト理事 

 奉仕プロジェクトは地域社会

奉仕・国際奉仕・職業奉仕の3

委員会によって成り立っており

ます。全てが終了しています。

職業奉仕の方では藤堂委員長が

残念ながら体調を崩してしまい

この暮れ一杯で退会となってし

まいました。加藤哲男副委員長のみになっておりま

す。下期は40周年に向けて協力して行きたいと思いま

す。 

◆萩原秀咲青少年奉仕委員会理事 

 青少年奉仕委員会の下期の予定といたしましては、

青少年スポーツ大会に交通事故対策と致しまして、暗

闇で車の光を反射する自転車反射板をスポーツ大会に

景品といたしまして、青少年の参加者に贈呈し、青少

年の交通事故対策に貢献したいと思います。その大会

に飯淵会長より贈呈する計画をしております。日程に

つきましては、スポーツ団体と、打合せしながら調整

したいと思いますので、宜しくお願いします。尚、11

月にフェンシングの卓話に来られました、稲山友梨さ

んの試合を応援に行きたいと計画致しますので、日程

の都合が付きましたら是非共参加をお願い致します。 

(萩原理事欠席の為、メールにて頂きました) 
 

◆橋本かほる財団・米山理事 

 日頃より、ロータリー財団・米山記念奨学金寄付に

ご協力頂きまして、有難うございます。心より感謝い

たします。養護施設いわつきへのイベントも、タイの

ワット ドン アバイ学校への寄付、ポリオ根絶の活動

もこれらの資金はすべて皆様の寄付によって支えられ

ています。 

 世界の懸け橋となって世界に貢献できる人材育成の

為の米山記念奨学金もやはり皆様のお金によって支え

られています。岩槻東ロータリークラブは毎年、目標

額100％を達成しています。 

決してこれは当たり前の事ではありません。会員一人

ひとりの財団と米山への理解が深い表れだと思いま

す。昨年10月15日には、米山奨学学友選考委員の平田

利雄様が卓話に来られ、米山奨学制度のシンボルマー

クは重なり合うハートです。そのハートは「ロータリ

アン」と「奨学生」です。又、先日いらっしゃった長

井志保子さんはロータリー財団の奨学生で、岩槻東

ロータリークラブがホストクラブとして派遣した学生
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■ 斉藤 公司 会員 ご結婚記念 

■ 奥津 雅史 会員   〃 

 

 

■ 加藤 哲男 会員 お誕生祝い 

■ 西村寿美子事務局   〃 

 

1月 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‥‥。 
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 2019～’20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   飯淵 昭二 
例 会 場 さいたま市民会館いわつき Tel  048-756-5151 幹    事  奥津 雅史 
クラブ事務局   Tel 048-757-9786  Fax 048-756-5539 会報委員長 藤田 恵子 

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

です。現在イギリスでタレントとして、活躍なさって

いるそうです。これはとても誇らしい事と思いまし

た。又、11月には、ロータリー財団部門委員長の三枝

和男様にお見え頂きました。パワーポイントによる国

際ロータリーの使命を解り易くお話頂きました。今後

も財団と米山へのご理解を皆様からいただける様、頑

張ります。 

 

◆菊池和彦40周年記念実行委員長 

 先週の新年会はとても良い例

会でした。40周年の事は未だ中

身が煮詰まっておりませんの

で、委員会や理事会、クラブ

フォーラムなどを行ってから報

告させて頂く予定です。飯淵会

長の思いを皆で支えてやってい

きたいと思っておりますので、来月位から進めて行き

たいと思っております。 

 

◆斎藤公司出席奨励委員長 

 岩槻人形博物館の件につい

て、ひと言お話を頂きました。

2月22日に披露の行事を行う事

になっております。この後、お

雛様のならび方について、お話

頂きました。有難うございまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 
 

飯淵 昭二  下期も宜しくお願いします。理事の皆

様宜しくお願いします。 

奥津 雅史  結婚記念祝い有難うございます。当日

は、横浜に行って参ります(^^♪。 

宮本 和寿  新年例会どうもありがとうございまし

た。今年も良い年になる様な気がしま

した。 

斎藤 公司  結婚記念日、祝い品ありがとう。 

遠藤 光治  飯淵年度、下半期楽しくやりましょう。 

阿津澤 清  さいたま市の成人式に行って来まし

た。13,403人が成人したそうです。 

菊池 和彦  飯淵年度もあと半年となりました。元

気にロータリーを楽しみましょう。 

杉田 政男  新年初例会です。後半も頑張りましょう。 

小宮  勇  今年は随分温かいですが、冬らしい気

温も少し欲しいです。 

丹野 寿明  今年も宜しくお願い致します。 

藤田 恵子  明けましておめでとうございます。新

年例会は参加出来ずに残念でした。本

年も宜しくお願い致します。 

加藤 哲男  下期に入りました。理事の方々お疲れ

様です。先ずは例会に参加して笑顔で

握手をしましょう。 

中里  仁  水源に雪が降らない。今年の夏、水が

心配です。 

小泉 真悟  暖冬らしい陽気が続きますね。 

京野 新悟  下期も宜しくお願い致します。 

西村寿美子  会員皆様の何時もながらのお心遣いに

感謝申し上げます。 

山崎 和雄   水戸  恵   増渕  明 

関根 隆光   清水 常三   萩原 満久 

橋本かほる 

 

 

 

例会日 総数 出席 欠席 Ｍｕ 出席率 

1/14免除
3名 

29 
(3) 

22 
(2) 5 2 88.88% 

12/21修正 

免除3名 
30 
(3) 

29 
(1) 0 0 100.0% 

出席報告  

ニコニコBOX金額報告  

1/14合計 ３４，０００円 

今年度累計 ６６７，８４０円 
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ニコニコＢＯＸ・出席報告 

令和2年最初の定例会風景。 


