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新見 和男

日本は春夏秋冬の四季があり、
それぞれの季節は経済と密接な
関連があります。
例えば「夏は暑い」は大昔よ
り定着したイメージですよね。
所々の企業は「暑い夏」に対応
した製品と開発、上市して日本経済を支えて来まし
た。もし冷夏だったり「暑い夏」を見込んだ多くの
企業が打撃を受ける事になります。
ただ冷夏だから儲かる企業もあるかも知れません
が、それは微々たるものだと思います。例えば真夏
の気温が一度高いか低いかでビアガーデンの売り上
げが全然違うそうです。
気温が一度上がると売り上げが伸びる商品があり
ます。それはラッパのマークの正露丸です。暑くな
るとお腹の調子が悪くなる人が増えると云う事で需
要が増すそうです。
また猛暑の中、喫茶店はその典型ではないでしょ
うか？涼と冷たい飲み物を求めたビジネスマンが、
店舗に吸い込まれる様に入っていきます。
やはり「夏は暑く、冬は寒く」それで四方八方が丸
く収まるのですね。仕事も中途半端はいけません。
さて、ご承知のように毎年8月1日本日は、武蔵一
宮氷川神社に於いて例大祭が行われます。この例大
祭は明治天皇が行幸された時から毎年、皇室から勅
使をお迎えして厳かに行われます。
この例大祭にあわせて「大宮夏祭り」が大宮駅西
口、東口周辺で盛大に開催されます。どうぞ夏の風
物詩となった大宮夏祭りを存分に楽しんで下さい。
そして本日オブザーバーでお越こしの柄崎様、会
員全員で入会をお待ちしております。
岩槻東ロータリークラブの阿津澤会長、そして
藤堂幹事、ようこそ。

8月29日はガバナー訪問です。皆様のクラブ協
議会の出席宜しくお願い致します。

お客様ご紹介
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お客様ご挨拶

岩槻東ロータリークラブ
会長 阿津澤 清 様
幹事 藤堂 昇 様
皆さん、こんにちは。私は岩槻東ロータリーク
ラブ第37代目の会長の阿津澤 清です。幹事の藤
堂 昇であります。本日は就任のあいさつに参り
ました。
新見和男会長・渋谷廣慶幹事ご就任おめでとう
ございます。ご両人にはいろいろとお世話になっ
ております。いつもありがとうございます。
これだけの大勢の前で挨拶するのは大変でござ
いますがロータリーでの経験ですので勉強してい
きたいと思います。
さいたま市になって10年が過ぎました。岩槻は
城下町・お寺や地名が残されています。
自分の良いところはわかりにくいのであります
が、離れた所から見ると良さが分かります。古き
良きものと・新しき良いものとが混合してバラン
スが取れることと思います。
冬型の気圧配置ではないですけれど西高東低に
なっています。当クラブも会員を目標４０名に増
員していきたいと頑張ります。
今日は大宮の中山道祭りがあります。賑やかで
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人手が沢山出る予定だと思います。
今回岩槻の祭りは御輿が禁止になりました。去
年トラブルがあり、今年は警察署長から許可が出
ないらしいです。勢いがない祭りになりそうです。
今後とも交流を深めて勉強していきたいです。
本日はありがとうございました。

で開放致します。お祭りの途中にでもどうぞ生
ビールの一杯も飲んで行って下さい。

ロータリーの友
広報・雑誌委員会
榎本貞寿 委員長

幹事報告

幹事

渋谷廣慶

■8月のロータリーレートは1ドル102円、継続です。
■8月29日(月)は、ガバナー公式訪問です。当日
の例会は必ず出席頂けます様お願いします。
■第4グループIM実行委員会委員は竹内雅人会員
にお願い致します。
■本年の事務局夏休みは、8/11(木)～8/17(水)で
す。この間、急ぎのご用は、090-4843-9853
(幹事 渋谷）へ。尚8日の週報は22日に発行し
ます。

委員長報告
地区職業奉仕部門委員会
清水恒信 部門委員長
皆様こんにちは。頂いた時間は３分、手短に
お話させて頂きます。本日、私は大宮のお祭り
に参加致します。
ロータリーアンであるならば地域のオピニオ
ンリーダーとして大事な事だと認識致しており
ます。そんな訳で早引きを致します。そして皆
様も例会を早めに抜け出さなくてはならない事
がたまにはあるかと存じます。
奨励をする気は更々ない訳でありますが、原
則的には例会当日60％参加する事が決まりであ
ります。この事をお話したかった訳でありま
す。
更にもう一つ今年度国際ロータリー第2770地
区の職業奉仕部門委員会 部門委員長として何か
とお世話になります。
特に来たる10月21日（金）夕方より当パレス
ホテルにて職業奉仕部門委員会で職業奉仕に関
する特別講演とそれに伴う夜話会を行いますの
で皆様のご出席を頂き今後のロータリー活動、
そして職業奉仕を勉強する事により大いに企業
を盛り上げて頂きたいと願うものであります。
少しお話をと申しおき長くなってしまい誠に申
し訳けございませんが最後に実は7年前に大宮西
ク ラ ブ の 会 長 をさ せ て 頂 き手 前 共 の店 「 3 月 3
日」にてお祭り例会を致した事があります。な
かなか8月1日が例会と重なる事が少ない訳であ
りますが本日「3月3日」を大宮西クラブに21：30ま

【横組みから】
①RI会長メッセージ Ｐ3 RI指定記事
ジョン・ジャームＲＩ会長が会社のオーナーに誘わ
れ入会した頃は、会社はロータリーの活動をするこ
とが会社にも地域社会の為にもなるとして寛大で
あった。
しかし今は事情が変わった。会社は時間に対して
寛大でなくなり、社会奉仕活動を常に好意的に見る
とは限らなくなり、つぎつぎに携帯電話にメールが
来るような状況では例会を心から享受する事は難し
くなったといっています。
そこで、最近の規定協議会でクラブの例会時間や
入会候補者の幅を広げる事が認められた。会員の
ニーズに答え会員増強しやすくクラブの柔軟性が増
したので、皆さん、「地域社会をよりよくする為に
必要なスキル、才能、人格をお持ちのあなた、私た
ちと一緒に活動して下さい」と、ロータリークラブ
への誘いを行って下さい。と語っています。
②ロータリーとは Ｐ6
ロータリーの誕生とその成長として、２０世紀の初
頭著しい社会経済の発達の陰で商業道徳の欠如が目
に付くようになり、この風潮に耐えかねたポールハ
リスが３人の友人と信頼の出来る公正な取引をし、
そのまま親友関係に発展するような仲間を増やした
いという趣旨で１９０５年２月23日にシカゴロータ
リークラブが誕生したと書かれています。
日本ではポールハリスの片腕初代事務総長のチェ
スリー・ベリーと米山梅吉、福島喜三郎などの先達
の巧により１９２０年（大正９年）に東京ロータ
リークラブが創立されその歴史が書かれています。
歴史的に見ても職業倫理を重んずる実業人、専門職
業人の集まりであるこの組織が、幅広い貢献してい
ると書かれています。
③ロータリー財団の歴史 Ｐ8～15
１９１７年当時の国際ロータリークラブ連合会の会
長アーチＣ・クランフがアトランタの大会で「世界
でよいことをする」為の基金の設立を提案し始まっ
たと書かれています。以降、奨学金、支援、ポリオ
グラムの開始等年代を追って歴史が紹介されていま
す。ご一読ください。
④数字で見るロータリーの会員状況 Ｐ16,17
ここでは、会員の状況が書かれています。世界的に
は会員数は横ばいのようですが、日本では減少傾向
にあるようです。しかし、女性会員の割合は増えて
いるようです。
⑤ロータリーについてよく知らない人が増えています。
RI指定記事

１世紀以上にわたり、ロータリアンは地域社会に
変化をもたらしてきましたが、ロータリーとは何
か、他の団体とはどう違うのか、なぜ参加すべき
なのかについてよくわかっていない人が増えてい
ます。ロータリーのアイデンティティーを強固に
保つ為に新しい視覚と感覚を取り入れる事、地域
社会にとってのクラブの価値を明らかにする事、
他の団体と違うところ等、ここに紹介するステッ
プに従いあなたも力になれると書かれています。
⑥ソウル国際大会 韓国で世界とつながろう
P24～27 今年の５月２８日～６月の１日に行わ
れた韓国での国際大会の記事が載せられていま
す。開会式のプレゼンにはポールハリスがホログ
ラムで登場したそうです。
韓国首相のファンキョアン氏、スリランカ首相
のラニル・ウィクラマシンハ氏・ラビンドランRI
会長などの挨拶の後、クラブで、地区でアトラン
タで財団100周年を祝うということでロータリー
財団が達成してきたことが語られています。
⑦熊本地震 P28~29、東日本大震災 P30～31
各地域のロータリークラブによる支援活動、寄付
の報告されています。
⑧ようこそ金沢へ P32～33
ソウル国際大会から４日後の６月５日に行われた
第５回日台ロータリー親善会議が石川県金沢市で
開催された記事が載せられています。過去最多９
７５人が集結されたそうです。
⑨2016年規定審議会・クラブ運営に大幅な柔軟性
RI会長メッセージにも触れられている世界中の
ロータリー地区の代表議員がシカゴに集まりロー
タリーの方針の見直しを行い、クラブ運営に大幅
な柔軟性を認める決定をした記事が載せられてい
ます。ご一読ください。
⑩ロータリー財団管理委員長の思いが寄せられて
います。ご一読ください。
【縦組みから】
①時代に向き合い人に寄りそう Ｐ4～8
第2630地区のIMでの特別講演の要旨です。
創業３４７年の歴史のある会社社長として、歴史
に学び、新たなことに挑戦しつつも、日本人らし
い人のあり方、日本人のものつくりの素晴らしさを
強調されています。是非ご一読をお薦めします。
②友愛の広場 P13
最年長の新会員 東京の2750地区での投稿です。
新会員として御年90歳の歯科医師の女性会員が入
会したお話です。クラブの創立会員の奥様だそう
ですがSAAの一員としてご活躍されているそうで
す。
③卓話の泉 企業のリスク対策 Ｐ19
2710地区会員 保険事務所代表取締役 隅田 高士
さんの投稿です
安定的な企業経営のためにさまざまなリスクに
備える必要性を説いています。リスクを大きく５
つに分類してわかりやすく解説されています。ご
一読ください。

④ロータリーアットワーク Ｐ22
多くの活動が報告されていますが、Ｐ29に2770地
区のブライダル・友愛の広場30年の歩として、川口北
RCの記事が載せられています。ご一読ください

親睦委員会
川井理砂子 副委員長
榎本貞寿(3日)、田口修身(8日)、川鍋一夫(9
日)、野村幸永(9日)、吉田 宏(20日)、髙橋秀樹
(20日)、竹内雅人(27日)、小林光司(29日)、小林
政良(31日)、各会員

代表して小林光司会員より
ご挨拶いただきました。

米山功労者表彰
第11回
第 8回 齊藤照夫、
11回 林 正、第
第 4 回 中村雅之、第
第 1 回 矢尾喜三郎、佐藤直
樹、望月 諭、髙橋秀樹、各会員

例会主題:
例会主題:会員増強維持委員会担当
卓話
会員増強維持部門
高橋誠一 委員長

会員増強の高橋です。前々から言っている130
名を確実に達成しましょう。
西ロータリーの会員がその気になればすぐに出
来ると思いますので皆様のご紹介をお願い致しま
す。
とりあえず今年度中に130名にしましょう！

