
 

  

 
 

■ パストガバナー 田村亮夫様 (川口モーニングRC) 

■ 第4グループガバナー補佐 三枝和男様 (大宮東RC) 

■ パスト会長 赤塚正樹/高山禎章様 (川口モーニングRC) 

 

 

皆様、こんにちは。 

先週はクラブコンペ＆カラオケ例会が行わ

れました。ご参加の皆様大変お疲れ様でした。

昼間のゴルフは末次会員のご尽力で千葉カン

の川間コースという広々とした素晴らしい

コースを晴天の中、楽しくゴルフをさせてい

ただきました。また山崎会員がお誘いくだ

さったゲストの竹内さんもゴルフが大変お上

手で是非我がクラブの仲間になってくれたら嬉しいと思いました。そして

夜のカラオケ例会では皆さま本当に久しぶりのカラオケという事でご自慢

の喉をご披露いただきました。大きく声を出すというのはテニス選手に例

えても自身の力を最大限に発揮するにはとても有効な手段なのです。 

一見通常の生活には関係ないように思われるかも知れませんが人間の精神

構造上とても大切な事なのです。きっと明日からの健康状態に影響するで

しょう。 

 そして本日は田村パストガバナーの卓話で御座います。私もしっかりと

学ばせていただきたいと思います。皆様、本日も 1 日宜しくお願い致しま

す。 

 

 

 
 

1. 国際ロータリーより、財団寄付者へ領収

書が届きました。内訳は、杉田政男会員

1,000㌦、斎藤公司会員250㌦、増渕 明

会員に250㌦、阿津澤清会員に250㌦、加

藤哲男会員に250㌦です。ご協力に感謝申

し上げます。 

2. 岩槻ゴルフ連盟より、お礼状が届きまし

た。 

3. 米山将学会より、阿津澤清会員に第8回功労者表彰が、加藤和正会員に

第12回功労者表彰が、杉田政男会員に第14回功労者表彰が、増渕 明

会員に第1回功労者表彰が、それぞれ送られてきました。ご協力ありが

とうございます。 

4. 地区危機管理委員長より、「ロータリークラブ会員4名が強制わいせつ
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罪で逮捕」についてのパンフレットが送られて参り

ました。 会員のレターケースに入れてあります。 

5. 第4G次年度内山ガバナー補佐より「第3回会長・幹

事会」の案内が届きました。 

 ・日時 6月23日(木) 18:00～  

 ・場所 会議 さいたま市宇宙劇場 第1集会室 

 ・懇親会 東天紅 JACK 大宮店 

6. 第4G現ガバナー補佐 三枝様より「第10回会長・

幹事会」の案内が届きました。 

 ・日時 6月24日(金) 18:00～  

 ・場所 東晶大飯店大宮店  

7. RI日本事務局より「財団ニュース 6月号」が届き

ました。  回覧 

8. ロータリー米山記念奨学会より「ハイライトよね

やま 266号」が届きました。回覧 

9. 本日、レターケースにロータリーの友6月号とガバ

ナー月信6月号、週報第38号・39号が入れてありま

す。    ご確認下さい。  

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

◆飯渕昭二ワイン同好会会長 

6 月 4日(土)にアウトドア

―同好会とワイン同好会の

ご案内をさせて頂きます。

時間は午後３時からとなっ

ております。席の方も若干

余裕がございます。奮って

ご参加下さい。 

 
 

◆第4グループ がバナー補佐 三枝和男様  

 皆さんこんに

ちは。本来この

時期であれば、

インターシティ

ミーティングそ

してポリオ根絶

チャリティゴル

フのお礼を申し

述べるところで

はありますが、実行委員会等でも縷々ご意見が出た中

で苦渋の決断のもと中止と致しました。 

 しかしながら、さいたま市社会福祉協議会、ポリオ

根絶、米山記念奨学会への寄付を行い、クラブ紹介動

画ならびに各クラブの報告書を作成したので今後の例

会で改めて披露させて頂きます。松本年度も残すとこ

ろ１月となりましたが、Zoom等のＩＴを駆使して例会

を行うなど奥津会長、増渕幹事を初め岩槻東ロータ

リークラブの皆様にはコロナに負けずにロータリーを

前に進めて頂き、深い敬意と感謝を申し上げ、ご挨拶

とさせて頂きます。 

  

◆川口モーニングRC 赤塚正樹様・高山禎章様 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

赤塚正樹パスト会長ご挨拶 

 川口モーニングRCの直前会長の赤塚と申します。去

年友人の奥津雅史会長の第一例会にもお邪魔させて頂

きました。そして先日クラブの35周年記念式典の時

に、本日の田村パストガバナーの事を耳に致しまし

て、今日は卓話を聞かせて頂く為に、高山さんと一緒

にクラブへお邪魔させて頂きました。どうぞよろしく

お願い致します。一緒に参りました我がクラブの高山

と申します。どうぞ宜しくお願い致します。  

 

 

 

委員会報告  

お客様ご挨拶  

杉田政男会員、阿津澤清会員、加藤和正会員、増

渕 明会員に米山奨学会より、感謝状が届きまし

た。ご協力に感謝申し上げます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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『卓話者紹介』 

◆山形照之ロータリー財団副委員長  

本日は、田村パストガバ

ナーに卓話をお願い致しまし

た。プロフィールをお手元に

配布してございますので、ご

覧頂きたいと思います。 

 

『卓話者プロフィール』 

 田村亮夫(タムラ アキオ) 

 2003 ～ 2004 年度 RI 第 2770 地区 ガバナー 

 所属：川口モーニング RC（埼玉県） 

＜略歴＞ 

 1958 年 立教大学経済学部卒業 

 1958 年 ヨークエアコン社 勤務 

   (ニュ－ジャージー州) 

 1963 年 ヨークエアコン社 日本支社 設立 転勤 

 1970 年 株式会社 エアコンセンター設立 

 1975 年 株式会社 デンテクノサービス設立 

 1980 年 株式会社 エヌアンドエー設立 

 1985 年 株式会社 ジュナ設立 

   現在グループ CEO 

 

＜ロータリー歴＞ 

 1985 年 川口モーニング RC 創立会員 

 1990 ～ 91 年度 クラブ会長 

 1993 ～ 94 年度 2770 地区 ロータリー財団委員 

 1997 ～ 98 年度 2770 地区 第 12 分区代理 

 2003 ～ 04 年度 2770 地区 ガバナー 

 2004 ～ 06 年度 ロータリージャパンウェブ委員 

 2005 ～ 06 年度 地区ロータリー財団部門担当諮問 

 2006 ～ 07 年度 地区職業奉仕部門担当諮問 

 2007 ～ 08 年度 地区奉仕プロジェクト部門 

  担当諮問 

 2007 ～ 10 年度 ロータリー米山記念奨学会専門 

    委員(広報) 

 2012 ～ 18 年度 地区内ロータリークラブ 

    拡大委員長 

他 地区研修リーダー 

 2005 ～ 2006 年度 2720 地区(大分・熊本) 

 2006 ～ 2007 年度 2730 地区(鹿児島・宮崎) 

  

  

『卓話』田村パストガバナー 

お久しぶりに岩槻東ロータリークラブへお邪魔させ

て頂きました。今日は、ロータリー財団についてのお話

を依頼されましたが、財団は後日させて頂く事に致し

まして、その他クラブの経歴やロータリーについての

一般的なお話をさせて頂きたいと思いますので、宜し

くお願い致します。 
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本日のテーマ  外部卓話 

パストガバナー 田村亮夫様  

リーダーの資質
Ｌｅａｄｅｒ’s ｎａｔｕｒｅ

決断力
Ｄｅｃｉｓｉｏｎ

実行力
Ｅｘｅｃｕｔｉｏｎ

企画力
Ｐｒｏｊｅｃｔ

雰囲気作り
Ｃｌｉｍａｔｅ ｓｅｔｔｉｎｇ

問題発見力
Ｐｒｏｂｌｅｍ ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ

問題解決力
Ｐｒｏｂｌｅｍ ｓｏｌｖｉｎｇ

段取力
Ａｒｒａｎｇｅｍｅｎｔｓ

交渉力
Ｎｅｇｏｔｉａｔｉｏｎ

行動力
Ａｃｔｉｏｎ指導力

Ｇｕｉｄａｎｃｅ

統率力
Ｃｏｍｍａｎｄ

３
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第4Gガバナー補佐 三枝和男様  

  岩槻東RCの皆様には、日頃より大変お

世話になっております。 

赤塚正樹様(川口モーニングRC)  

  奥津会長年度もあと少しですね。本日

も宜しくお願い致します。 

高山禎章様(川口モーニングRC)  

 初めまして、川口モーニングの高山と

申します。入会4年目で初めてのメイク

アップになります。田村パストの卓話

を聞きに参加致しました。本日は、宜

しくお願い致します。 

奥津 雅史 田村パストガバナー、三枝ガバナー補

佐、赤塚パスト会長、高山様、本日

は、ようこそ我がクラブへお越し下さ

いました。我がクラブの雰囲気を楽し

んで行って下さい。 

増渕  明 田村パストガバナー、三枝ガバナー補

佐、赤塚パスト会長、高山様、ようこ

そいらっしゃいました。 

加藤 哲男  田村パストガバナー、本日は卓話有難

うございます。 

( 同趣旨 )  遠藤 光治   杉田 政男 

菊池 和彦  田村亮夫パストガバナー、本日はお忙

しい所、ご訪問頂き、誠に有難うござ

いました。 

( 同趣旨 )  山崎 和雄   小宮  勇 

       阿津澤 清   斎藤 公司 

山形 照之  田村ＰＧ卓話有難うございます。三枝

ガバナー補佐、川口モーニングの皆

様、ようこそお越し下さいました。 

( 同趣旨 )  小泉 真悟 

飛田美佐子  今日で5月も終わりです。川口モーニン

グの皆様、ようこそ。 

中里  仁  長期、休みまして。 

丹野 寿明   飯淵 昭二   水戸  恵 

   

ニコニコBOX金額報告  

5/31合計 ２６，０００円 

今年度累計 ６６２，８１３円 

ニコニコＢＯＸ・出席報告 

本日のオンライン参加：萩原満久会員  

例会日 総数 出席 (Zm) 
合計    欠席 Ｍｕ 出席率 

5/31 
免除3名 

25 
(3) 

18 + (1) 
(2) 3 1 86.36% 

5/17修正 

免除3名 
25 
(3) 

24 + (2) 
(1) 0 1 100.0% 

出席報告 (Zoom出席)  


