














































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 三浦宣之    例会場 : 割烹「ふな又」 例会日：木曜日 （月３回） 

幹事 増岡昌行  事務所：さいたま市岩槻区本町 3-8-2-203 ℡048-758-0680 FAX048-758-0681  

       http://www.iwatsuki-rotaryclub.jp  E-mail:info@iwatsuki-rotaryclub.jp 

 

◆次回の例会◆ 令和元年８月８日（木） 部門セミナー報告      点鐘：12：30 会場：ふな又 

 

皆さん今日は。連日暑い日が続きます。 

皆さん体調は大丈夫でしょうか？お体には 

十分注意してください。 

8月に入りました。三浦年度早くも 1か 

月過ぎました。あと残り 11か月あります。 

まだまだ長いですが頑張ります。 

本日は大宮東ＲＣより渡部会長、小峰幹事、そして岩槻東

ＲＣより飯淵会長、奥津幹事ようこそお越しくださいました。

会長幹事会ではいつも大変お世話になっており、ありがとう

ございます。来週の金曜日、第 4グループ内のクラブ対抗コ

ンペが開催されるという事で、大変楽しみにしております。

渡部会長も、飯淵会長も大変ゴルフがお上手だと聞いており

ますので、是非お手並みを拝見させていただければと思いま

す。 

  そして目白大学教授 仲本なつ恵様ようこそお越しくだ

さいました。今年も目白発達キャンプの方に支援させて頂き

ます。この事業は、障害を持つ子供たちがこのキャンプを通

じて様々な事を学んでいくだけでなく、それを指導する先生

方、また、お手伝いをする学生や卒業生のスキルアップにも

繋がっていきます。なによりも保護者の方に保護者同士の交

流の場、悩みを相談したりできる仲間とのコミュニケーショ

ンの場として大変喜んでいただいているという事で、大変意

義のある事業だと思いますので、今年も全面的に支援の方を

させて頂きますので宜しくお願い致します。 

 そして、外部卓話講師として志水製畳店４代目 志水富幸

様ようこそお越しくださいました。うちのお店の畳も全て志

水さんのほうでやってもらっています。4～5年前にも広間の

畳 1２０畳をすべて取り替えて頂きました。あの時はお世話

になりありがとうございました。新品の畳の香りが凄く良く

て心が洗われる感じがします。他の部屋もだいぶ傷んできま

したので、その時はまたよろしくお願いします。また、すぐ

そこにある、岩槻消防第一分団で共に消防活動を行っており

ます。そういうご縁もございますので本日は楽しみにしてい

ますので宜しくお願い致します。 

  さて、埼玉県の最低賃金が今年は 28円引き上げられ、926

円に決まりました。東京は 1013円、神奈川で 1011円、大阪

は 964円で、埼玉県は 4番目に高い賃金になるようです。経

営者サイドから見ると 28 円は上がり過ぎだろうと思います

し、働く人からすれば上がれば上がるほどいいと思うのは当

然のことと思います。それでも他の先進国と比べて日本はま

だまだ低いということなのでこの状態は今後も続くだろうと

いう事です。また、施工されるのが 10月 1日という事で消費

税が 10％になる時と同じようです。最低賃金は上がるし消費 
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本日のお客様 

会長挨拶      第 57 代会長 三浦宣之 
税も上がる、同時に軽減税率も導入されるという事で、出前

とかテイクアウトがあるうちのような飲食店はその対策もし

なくてはいけない、また、キャッシュレス決算にはポイント

還元が適用されるという事で、それに対応できるようにして

いかなくてはと思っていますので 9 月はその準備で大変忙し

くなるなと思っています。うちはホテルとか飲食の支払いの

時、たまにカードでと当然のように言われる時があり、カー

ドは扱っていませんと言うと「え～っ 今時カード使えない

の？」みたいに言われる事が何度もあったのでキャッシュレ

ス決済は丁度よいタイミングなのかと考えています。 

本日も宜しくお願いします。 

  

 

 

目白発達キャンプ助成金 

岩槻ＲＣでは昨年に引き続き、

今年 8年目となる「目白発達キ

ャンプ」について、代表の目白

大学仲本なつ恵教授に 2019年

度の活動助成金 200,000円を

授与致しました。 

 

目白大学 

教授 

仲本なつ恵先生 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行：会報・広報委員会   委員長 田畑寛樹 副委員長 関根信行  委員 志水一雄 中村 正 高橋真理以 

 

出 席 報 告 
会員数 出席数 免除者 ＭＵ 出席率 

27 12  4 59.26％ 

 

スマイル報告 
本日のスマイル合計 22,000 円 

年間累計額 101,000 円 

 

ビジター 

大宮東ＲＣ 会長 渡部正司様 

本日はお世話になります。宜しくお願いします。 
大宮東ＲＣ 幹事 小峰敬右様 

本日はよろしくお願い致します。 
岩槻東ＲＣ 会長 飯淵昭二様 

岩槻東の飯淵と申します。よろしくお願い致します。 
岩槻東ＲＣ 幹事 奥津雅史様 

三浦会長、増岡幹事、ご就任誠におめでとうございます。 
 

メンバー（50音順） 

小田光司 菊地 廣 小林利郎 塩田淳司 鈴木 隆 

関根信行 田中芳明 田畑寛樹 中村 正 原田晃博 

増岡昌行 三浦宣之 

🌼 たくさんのご芳志ありがとうございました 🌼 

1. ロータリーリーダーシップ研究会(RLI) 

パート 1のご案内 

日時 2019年 8月 31日(土) 

受付開始 9：00 開会 9：30 

場所 埼玉会館 2F 

2. 地区大会記念ポリオ撲滅チャリティー 

ゴルフコンペのご案内 

日時 2019年 10月 7日(月) 

場所 栃木県 プレステージカントリークラブ 

3. 地区管理運営部門より 2019～20年度出席報告について

のご案内 

4. 地区国際奉仕部門より RID3800 地区国際奉仕 2019～20

プロジェクトリスト、支援先及び支援クラブ・グルー

プ一覧 

5. 国際ロータリー日本事務局財団室より 2019～20ロータ

リークラブの手引きと財団室ニュース 2019年 8月号 

6. 大宮西、岩槻東、大宮北東から例会予定表、岩槻東か

ら週報 

7. 公益財団法人さいたま観光国際協会から令和元年度第

1回定時総会資料 

 

 

 

会報・広報委員会 委員 中村 正 
さいたま市から毎月発行されている「市 

報さいたま岩槻版」８月号の 2ページに、 

クラブ創立 55周年記念式典において揮毫 

して頂いた書家・金澤翔子さんの書が紹介 

されております。 

会員皆さまにおかれましても、ぜひ本丸公民館に足をお運 

びいただければと思います。展示場所は本丸公民館 1階、視

聴覚ホール手前のロビーです。 

 

スマイルＢＯＸより 

幹事報告                幹事 増岡昌行 

委員会報告  

卓話        主管：会報・広報委員会 

志水製畳店 4代目 志水富幸 様 
岩槻区本町で 1901年（明治 34年）から続く 

志水製畳店４代目。2000年より家業を継承し 

2011年畳制作 1級技能士合格。2013年第 21 

回彩の国技能まつり技能大会で最優秀賞受賞。 

2015年さいたま市優秀技能者表彰、2019年 

第 30回技能グランプリ（2年に 1回開催）に 

おいて敢闘賞受賞。1977年生まれ 42歳。 

 


