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ロータリーの目的・四つのテスト
【本日のリーダー】

会長 福田 和子
皆さんこんにちは！本日は、岩槻ロータリ
ークラブ 田中芳明会長・小田光司幹事をお迎
えしております。心から歓迎いたします。
プログラムでは、
イニシエーションス
ピーチ、クラブ協議
会 決算・予算の報
告が御座います。
さて延期された東
京オリンピック・パ
ラリンピックがいよ
いよ始まります。通
常であればこの祭典
をどんなに楽しみに
していたか。緊急事
態宣言・まん延防止等重点措置の為、テレビで
の観戦のみとなり残念です。
近代オリンピックは、クーベルタンにより
1896 年（明治時代）
、ギリシャのアテネで行わ
れ、今日に至ります。
元々は、古代オリンピック、紀元前８世紀の
始まりはゼウスの神に捧げる宗教的な祭典でし
た。 伝染病の蔓延に困った王様がアポロン神殿
にお伺いをしたところ、
「争いを止めて競技会を
やりなさい」と言われ。これが古代オリンピッ
クの始まりだそうです。
実は、古代オリンピックの競技場を、観光で
昔、娘と走った事があります。原っぱに近い状
態でしたが､ 観覧席は､大理石の細長い段々で、
フィールドは砂利交じりの赤い土でした。
今回、東京 2020 の競技場・各施設は、日本技術
の結集でさぞかし素晴らしいことだと思いま
す。
技術もさることながら、コロナ禍の制限状態
ですが、各選手達も今までの努力を存分に発揮
して成果を出していただきたいです。
私達もテレビで応援し、またとない東京オリ
ンピックを楽しみましょう！

心に夢を

松本 有祐
会員

お客様紹介、米山記念奨学生紹介
小沢隆
副会長 内山泰成
■岩槻ロータリークラブ
会長 田中 芳明 様
幹事 小田 光司 様
■2021 学年度米山記念奨学生
グェン ティ ガン さん
（ご紹介：副会長 新井 清太）

幹 事 報 告
幹事 押野 一郎
今週は地区より三点、当ク
ラブより一点ご案内がござ
います。
①地区公共イメージ部門及
び財団部門からです。今年
度もポリオ根絶活動として
10 月 24 日世界ポリオデーに
合わせて、イベントを企画
します。当クラブも地区に
乗る形で、イベント見学例会を開催予定です。
その際、以前購入した赤い T シャツをみんなで
身につけて一体感を出してアピールします。詳
細は後日案内を出します。
②地区青少年奉仕部門からです。インターアク
ト年次大会が、８月 22 日オンライン開催され
ます。参加希望者は事務局まで。
③地区国際奉仕部門からです。二年延期されて
いたロータリー囲碁同好会による、第 19 回ロ
ータリー全国囲碁大会が東京市ヶ谷で開催され

奉仕に行動を
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ます。興味のある会員は事務局まで。
当クラブからのお知らせです。先週ご案内致し
ました記念撮影会ですが、予定通り来週 26 日に
行います。通常例会を早めに閉会し、そのまま
ソニックシティ地下イベントスペースに参りま
す。会員全員で染谷年度の業績を讃えたいと思
いますので、多くの会員のご参加をお待ち申し
上げております。

お客様ご挨拶
■岩槻ロータリークラブ
会長 田中 芳明 様、
幹事 小田 光司 様
こんにちは。福田会長、押
野幹事、ご就任おめでとう
ございます。岩槻 RC 第 59
代会長の田中です。隣は幹
事の小田です。よろしくお
願いします。
昨年は会員 30 名でしたが、今現
在は 29 名で活動しています。予
算も限られ、やりたいことも厳し
い状況です。もっといろいろな奉
仕活動をしたいと考えておりま
す。本日は勉強させていただきた
いと思います。よろしくお願いし
ます。

ロータリーの友 解説
■雑誌・会報委員 上田 純一
《横組み》
P.７ RI 会長メッセージ
「親愛なるチェンジメーカー
の皆さん」 というタイトル
で、 成長と行動を意識し、
チェンジメーカー（変革者）
の年にしよう と訴えます。
①会員増強をし、奉仕する人
を増やすことであらゆる課題を克服する。
②女性のエンパワメント。女性にも権限を。
P.８～17 RI 会長 シェカール氏の紹介
P.29 松本輝夫ガバナーの紹介
「学んで、理解し、奉仕を実行」
《縦組み》
P.13 卓話の泉
YouTube の活用法
①商品の宣伝 ②会社の公式動画 ③社内研修の
動画
P.25 ロータリーアットワーク
大宮西 RC「環境問題への取り組みから」を紹
介。
環境問題から地域福祉事業を絡めることで、環
境だけでなく若者の未来へつながる事業と捉え
今後も活動の幅を広げる。

イニシエーションスピーチ
■中嶋 正尊 会員
仕事
・ 日 本 生 命 （ 1983 年 入
社）
、主に企業営業、総務
部門関係 その後、あいお
いニッセイ同和損保、大
星ビル管理を経て、昨年
より大宮ソニックシティ
に勤務
出身地・住所
出身は熊本で、高校卒業
まで。大学４年間と就職
後７年間は、京都・大阪。その後、1990 年に転勤
で東京勤務、住所は現在のさいたま市浦和区。
以降、イギリス３年間、大阪に５年間と単身赴任し
たが、自宅と家族は引き続きさいたま市で定着。
妻は、さいたま市内の企業に勤務して約 30 年。 一
人娘は、保育園、小、中、高校とさいたま市内の公
立学校のお世話になり、大学､就職を経て結婚。現
在は夫と２歳の孫娘の３人で東京在住。
自身は、昨年６月に東京からさいたま市の大宮ソ
ニックシティに転勤、さいたま市は大変住みやす
い街で、大変お世話になった。
趣味・スポーツ
・スポーツ経験は小､中、高と柔道。
大学ではパワーリフティング、
いわゆる筋トレ。
競技で、結構頑張った（全国大学ランキング２位）。
・会社入社後は、会社の部活で柔道に加え、アメフ
ト、水泳をやったが、現在まで続いているのは水泳
で、最近まで全国実業団大会に毎年出場。
今も週２～３回泳ぐ。
・他のスポーツでは､イギリス大阪での単身赴任を
きっかけにゴルフを。 腕前はさっぱりだが､ イギ
リスの深いラフで苦労したせいもあり､同じ組の
人がラフや林に打ち込んだボールを探し出すのは
得意。
・趣味は読書で幅広いジャンルを結構読む。ただ、
東京勤務の時は往復２時間の通勤時間を読書に充
てていたが、今は電車で片道５分になり時間が無
くて困っている。
最後に
・さいたまは元々住みやすい街だったが、30 年以
上住んでいる間に鉄道や高速道路 がどんどん整
備され、ショッピングモール等の施設も次々と建
てられて益々便利になった。
・恵まれた環境の中で家族共々無事生活できてき
たのも、地元地域のおかげと感謝。
今後はロータリー活動の中で、 地元地域に出来る
範囲で何らかの形で貢献していきたい。
（今年度所属は環境問題意識向上委員会）

■山本 明彦 会員
生年月日は昭和 47 年４月１
日で、現在 49 歳となりま
す。出身は埼玉県で、今は
川越市に住んでおります。
妻の実家も寄居で、私の実
家も所沢という事で、親族
一同埼玉県人です。
仕事
勤務先は住友三井オートサービスで、車両のリー
ス会社です。車両管理の電子化に強みを持つ会社
で、車両管理の効率化をお考えの方がいらっしゃ
いましたら、遠慮なくお声掛けください。
例えば運転日報を電子化し、そこから上がってく
る車両の稼働率等を分析し、車両台数の適正化の
提案を行ったりしております。また、最近の脱炭素
に向けて、各企業様の電気自動車に対する関心も
増えてきています。
電気自動車は、単純に導入するだけでなく、充電器
や電気、エネルギーマネージメント等複数の要素
を同時に考えて行かなければなりません。私もま
だ勉強中の段階ですが、導入のステップや導入後
の事例等情報提供は可能でございますので、こち
らについても興味のある方はお声掛けいただけれ
ば幸いです。

普段から意識している事
「関係の質を高める」という事です。
部下からの評価で、
「Open な雰囲気をつくってく
れる」
「関係構築を図ってくれる」等の意見が多く
出ていた事から、ある意味これは私の強みなのか
な？と考えるようになり、
「関係の質を高める」事
を意識的に行うようにしています。
ダニエル・キムという教授が「組織の成功循環モ
デル」というものを提唱しています。この内容が
私の考えと大変近いので、興味のある方はネット
で見て頂ければ幸いです。
余談ですが、このような強みができたのは、子供
のころに父親が転勤族で、クラスに溶け込む為
に、相手のいい所を探したりしてきたことが、ベ
ースにあるような気がしています。
好きな言葉は、
「啐啄同時」（そったくどうじ）で
す。導く側と導かれる側の息があって、相通じる
事です。またとない好機という意味もあります。
最後に
私が社会奉仕に関わるチャンスは今までもありま
した。しかしながら参加しなかったという事は、私
の中に利己的な面があるからだと思っています。
今回ロータリーに参加させて頂いて、新しい自分
を発見できるまたとないチャンスだと思っていま
す。
ロータリーの活動に貢献できるよう最大限尽力し
て参りたいと思いますので、宜しくお願いします。

経歴
1994 年にあさひ銀行に入行し、
10 年程度働いた後、
外資系企業に転職しています。オートリースとは
ここで出合いました。
銀行員時代にちょうど部下を持ち始めた時期で、
当時世界的にリーダー育成に定評のあった GE で、
最先端のリーダーシップ及びチームマネジメント
を学びたいと思ったのが転職のきっかけでした。
外資で学び、最終的には日本企業で学んだことを
活かす計画でしたが、GE が日本撤退となり、三井
住友ファイナンス＆リースが株主となり、三井住
友グループ内にあった、住友三井オートサービス
と合併した事もあり、転職活動無しでまた日本企
業に戻ってきた形になります。
現在は、学んできたことをどう活かしていくか、
日々勉強中でございます。
趣味
大学時代に体育会ヨット部
に所属して事もあり、現在
でも大学ヨット業界に関わ
っていますので、ヨットと
いう事になります。
が、最近はヨットから離れてしまっているのが現
状です。理由は小学生の娘２人が可愛くてしかた
がなく、２人を見ているだけで癒されている状況
なので、最近の趣味は子供の成長を見ている事に
なります。
ですが、中学生になれば２人の娘も私から離れて
いくかと思っているので、その時が来たらまたヨ
ットを趣味に戻し、最終的には大学への恩返しも
含めてヨット部の監督になるのが、密かな目標で
す。

クラブ協議会
■2020-21 年度 会長 染谷義一・幹事 荒井理人
決算書説明

■2021-22 年度 会長 福田和子・幹事 押野一郎
予算書説明

※いずれも、拍手をもって承認されました

