
 

  

 
 

■ 新会員入会予定者 木村 献様 

 

 
 

皆様、こんにちは。 

 本日は我々の新しい仲間である木村献

さんが初めて例会場へお見えになられま

した。城北中学校出身という事でこんなに

若くて優秀な方が岩槻にも居られたのか

と嬉しくなりました。1 日も早く我がクラ

ブの雰囲気に馴染んで頂き、ご一緒に奉仕

活動に勤しんで行きたいと思います。 

 さて、本日は私の大好きな戦国武将の織

田信長のお話をさせていただきます。織田信長と言えば私の中ではバイオ

レンス＆イノベーターという印象です。比叡山の焼き討ちや足利義昭を追

放したりと、暴力的な部分でかなり有名ですがその実、突出した改革者イ

ノベーターでもあります。彼のやった事のそのひとつをご紹介します。当

時のセレブ達の間で流行っていたお茶会、今で言うアフタヌーンティーで

すね。彼はそこに目を付けました。 

鎌倉幕府が滅びた原因として元寇などで勝利したが褒美として部下に与

える土地が無かった。織田信長はそれを知っていたのですね。与える土地

には限界がある。そこで当時流行っていたお茶会。その中で皆が価値を

競っていたのがお茶を飲む器でした。中国から輸入した高価な器。 

織田信長はそれを戦の褒美にしようと考えたのです。その為に器の価値を

更に上げる必要があった。ではどうしたかと言うと巷にある、ありとあら

ゆる茶器を信長が買い占めたのです。その上で例えばこの器を 500 万円で

買い上げたとする。 

すると信長は、いいや、これは 6000 万の価値があるとこう言う訳です。全

ての器を買い占めているので信長自身が、自由に値がつけられる。そして

彼はこの器を戦の褒美として土地の代わりに利用しようと考えたのです。

何と頭の良いことかさすが希代のイノベーター織田信長。 

最終的にこの茶器には一国ほどの価値がある、となり戦勝の褒美として織

田信長にはとても重宝したということです。 

 このような事は現代でも行われておりまして私の業界で言いますと BSE

の時、所謂狂牛病ですね。日本の時は皆が食べないので仕入れないで済み

ますので固定費の調整で乗り切りました。ところがアメリカの BSE が問題

だったのです。例えば牛タンはあの大きな牛、約 600Kg であっても一頭か

らは一本しか取れません。当時でも国産の牛タンは 15%しか取れません。恐

らく今では 10%程度でしょうか。そんな品薄の最中、某大手の○○ハムは市

場にある牛タンを買い占めたのです。私も頑張って 1000 キロ、約 1トン買
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 いましたが買える量が違います。当然月毎に牛タンの

価格がどんどんと釣り上がります。そしてそろそろパ

ンクするぞという高値になった時、一気に売りに出し

た訳です。悔しいですが私の力ではどうする事も出来

ません。その時の教訓を考えると矢張り中小企業は

サービスの質を高めて一円でも高く売る戦略で戦わな

くてはならないと思うのです。サービスには『機能的

サービス』と『情緒的サービス』の 2種類があります。

機能的サービスというのは製品そのものの機能を上げ

て価値を高めるという方法です。例えばスマホ。今では

世界中の誰もが手にしているスマホです。その機能で

誰もが買ってしまいました。一方で情緒的サービスと

いうのは、おもてなしだったり、対応力など心情に訴え

かけるサービスのことを言います。この２つのサービ

スの質を高めて大手が 1 万円で売っているならば我々

中小企業は 2 万円で売れるようサービスの質を高める

事で生き残る又は選ばれて行くのかなと思っておりま

す。希代のイノベーターであった織田信長に学び私自

身もサービスの質を高めて生き残る努力をして行きた

いと思っております。 

 そして本日はクラブ協議会です。次年度に向けた建

設的な討論が出来ればと思います。それでは皆さま、本

日も宜しくお願い致します。 
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1. 地区より、「地区補助金

(大口枠)オンラインプレ

ゼンテーション」の案内

が 届 き ま し た。    

・日時 5/21(土)  

 ・1３:00 開始  

 ・15:00終了予定 

 ・ZOOM 開催 5/10締切り 

2. 地区より「2022年規定審議会 結果報告会開催の

案内」が届きました。 

 日時 5/28(土) 14:00 開始  

 ZOOM 開催 ＩＤ825 4361 4785 パスワード 2770 

 5/18締切り 

3. 地区米山奨学会より「日帰り研修旅行の案内」が

届きました。   

 日時 5/14(土) 7:30出発 ソニックシティビル

とシーノビルの間 

 参加費 1名 10,000円 5/2 締切り 

4. 山崎和雄会員に

米山記念奨学会

より、マルチプ

ル第6回目の感謝

状 が 届 き ま し

た。 

 

 

 

5. 人形のまち岩槻まつり実行委員会より、第１回実

行委員会の案内が届きました。 

 日時 4/25(月)10:30 場所 ワッツ西館３階  

 加藤和正委員長に出席して頂きました。 

6. 本日、レターケースに週報第35号が入れてありま

す。   ご確認下さい。 

 

 
 

 

◆加藤和正次年度地域社会奉仕委員長 

 昨日、「第1回岩槻まつり

実行委員会」が開催されま

したので、私が担当と云う

事で出席して参りました。

簡単にご報告させて頂きま

す。高橋三男実行委員長の

お話によりますと、過去2年間コロナの為に祭りが中

止になってしまいましたが、今年も中止となると3年

になりますので、街の盛り上がりも無くなってきてお

りますので、今年は是非、9月18日(日)に「岩槻まつ

り」を行いたいと云う希望だそうです。寄付金など詳

しい事はこれから詰めて参りますので、その時はお知

らせしたいと思いますので、宜しくお願い致します。 

 

幹事報告 増渕 明幹事 

委員会報告  

入会予定者の木村 献様が例会にお越しになりました。 



 

3 

 ◆飯渕昭二会員増強委員会理事 

地区の「ロータリーを愉

しむ会」の会員増強に関す

る話ですが、5月29日(日) 

登録開始12:30～ リアルに

て開催 場所は大宮ソニッ

クシティ4階  

参加資格は５年未満の会員・今年度会長、幹事、会員

増強維持委員長・次年度会長、幹事、会員増強維持委

員長・その他希望者 

会員増強につながるイベントですので、是非ご参加を

お願い致します。 

 

◆山崎和雄副会長 

 先週、菊池和彦会員と私

の妻と沖縄へ行って参りま

した。辺野古の方へも見学

に行ってまいりました。細

やかですが、お手元にお菓

子を土産に買って参りまし

たので、ご賞味下さい。 

 

 

 
 

◎奥津雅史会長一言…  

 未だ今年度中ですが、皆様本日は次年度クラブ協議

会と云う事で、宜しくお願い致します。  

 

◎加藤哲男会長エレクト…  

いよいよ次年度が始まる訳で

すが、先日は「地区研修協議

会」に12名の方で参加して勉

強して参りましたので、宜し

くお願い致します。 

 

 

『地区研修協議会・会員増強維持部門の報告』 

◆阿津澤清次年度会員増強担当理事 

「地区研修協議会・会員増強維持部門の報告」 

新井秀雄会員増強維持部門

委員長(川口RC) 

大竹 純会員増強維持委員

長(川口RC) 

今年度のテーマ 

「創造しよう未来への調和 

ロータリーにＤＥＩの爽やかな風を」 

Ｄ ＤＩＶＥＲＳＴＹ  ( 多様性 ) 

Ｅ ＥＱＵＩＴＹ    ( 公平さ ) 

Ｉ ＩＮＣＬＵＳＩＯＮ ( インクルージョン ) 

 多様な人々が互いに個性を認めて一つの目標に向 

かって進む事。 

ＤＥＩ 推進に向けて 

クラブ活性化に向けて～ 地区からクラブへ 

クラブ活性化に向けて～ 各クラブから発信 

地区の目標＝ ２５００名 

当クラブの目標＝ 4名 

次年度はオープン例会を行いたい。 

同好会の活性化。 

女性会員の増強。 

会員の推薦をお願いします。 

若い人の力を頼りにしています。 

 IWATSUKI-EAST ROTARY CLUB WEEKLY REPORT 

本日のテーマ 次年度クラブ協議会① 

写真上2枚は、管理運営グループのクラブ協議会風景。下

の写真は公共イメージグループですが、あいにく萩原秀咲

会員お一人の参加となりました。 
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 2021～’22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   奥津 雅史 
例 会 場 さいたま市民会館いわつき Tel  048-756-5151 幹    事  増渕  明 
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奥津 雅史  ついにＳＩＭ２を買いました! 平均で

１５ヤードほど飛距離が伸びました。

(*^_^*) 

増渕  明  本日のクラブ協議会、宜しくお願いし

ます。 

加藤 哲男  いよいよ次年度が近かずいてきまし

た。役員・理事の皆様、本日のクラブ

協議会宜しくお願いします。 

斎藤 公司  加藤年度スタート準備ですね。 

杉田 政男  早くも４月も最終となりました。次期

協議会を宜しくお願いします。 

阿津澤 清  観光地も大変混雑している様です。今

少し我慢しましょう。小学校も学級閉

鎖が続いています。 

萩原 秀咲  清水さんの自宅の回りの庭の芝桜が今

年も綺麗に咲いていますね。 

丹野 寿明  加藤哲男、飯渕昭二年度のスタートで

す。宜しくお願いします。 

遠藤 光治  本日は、次年度のスタート例会です。

クラブの目標に向かって行きましょう。 

小宮  勇  早くも次年度(加藤年度)クラブ協議会

です。楽しみましょう。 

山崎 和雄  先週、沖縄へ行って来ました。 

山形 照之  地区協議会ご苦労様でした。 

飛田美佐子  木村様、岩槻東へようこそ!! 共にロー

タリーライフ楽しみましょう。 

橋本かほる  皆様と同じ…。 

木村 献様  これから宜しくお願いします。 

小泉 真悟   清水 常三   飯渕 昭二 

加藤 和正    

ニコニコBOX金額報告  

4/26合計 ２４，０００円 

今年度累計 ５６２，８１３円 

ニコニコＢＯＸ・出席報告 

本日、オンライン参加の水戸 恵会員  

例会日 総数 出席 (Zm) 
合計    欠席 Ｍｕ 出席率 

4/26 
免除3名 

24 
(3) 

21 + (1) 
(2) 2 2 90.48% 

4/12修正 

免除3名 
24 
(3) 

20 + (2) 
(2) 4 2 85.71% 

出席報告 (Zoom出席)  

写真宇恵2枚は、会員増強グループのクラブ協議会風景

です。コロナの関係で、席を離して着席しております。お疲

れ様です。 

本日のZOOM参加者は、水戸 恵会員お一人でした。 

本日の、クラブ協議会の内容については、割愛させて頂き

ました事、ご了承下さい。 


