














































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  
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◆次回の例会◆ 令和元年８月１日（木）     外部卓話     点鐘：12：30 会場：ふな又 

 

皆さん今晩は。岩槻高校インターアクトクラ 

ブより顧問の鈴木先生。インターアクターの 

大堀さん。そして、岩槻区役所観光経済室よ 

り室長補佐であられます菅野様そしてオブザ 

ーバーという事で金子英二様ようこそお越 

しくださいました。 

 来年の 2 月には岩槻高校インターアクタークラブがホスト

となりますインターアクター協議会そして 8 月にはインター

アクト年次大会がございます。岩槻インターアクトクラブと

密にコミュニケーションを図りながら協力していきたいと思

っていますので宜しくお願いします。 

 三浦年度初めての夜間例会という事で宜しくお願いしま

す。今年度の夜間例会は食事を節食例会としまして食事費

1200 円の半分をポリオの方に寄付をさせて頂きます。 ポリ

オの話が出たという事で、またお客様もいるという事で少し

お話させて頂きます。ポリオとは非常に感染性の高い病気で

あり、日本では一般に「小児麻痺」と呼ばれることもありま

す。ポリオウイルスは人から人へ感染し、神経系を侵すこと

もあり、これによって身体のマヒを引き起こす可能性があり

ます。現在治療法はありませんが、安全なワクチンで予防が

可能です。国際ロータリーは 30 年以上ポリオを世界から撲

滅するための活動を続け、症例を 99.9％減らす貢献をしてき

ました。過去の日本では、ポリオが社会的な問題となってい

ましたが、1961 年にポリオワクチンが登場し、全国で集団接

種が開始されて以降、患者数が激減し、日本国内では 1980

年に 1 人の発症があったのを最後に、この病気を新たに発症

された方は確認されていません。現在ではその存在が 3 か国、

パキスタン、アフガニスタン、ナイジェリアのみとなってお

ります。もし撲滅活動を今ストップした場合、10 年後には年

に 20 万人もの子供がポリオによるマヒに侵される可能性が

あります。ポリオ撲滅を実現することは、世界中の子供に、

より安全な世界を贈ることになるのです。そしてポリオが撲

滅されれば天然痘に続いて 2 番目に撲滅された疾患となり、

歴史上最も偉大な功績の１つとなります。今年度は小林ガバ

ナー自信がポリオにり患しているということもあり、ポリオ

が世界から撲滅される日を誰よりも心待ちにしている方でご

ざいます。そういったことで今年度は特に力を入れる事業で

ございますので、皆様のご理解ご協力の程宜しくお願いしま

す。 

 さて、天候不順の日が続いております。台風も接近してい

るという事で、また大雨も心配されます。26 年ぶりの冷夏と

いう事で、野菜の値段も上がり始め、キュウリなんかは例年

の 2 倍近い値段だそうです。自分なんかはこのまま涼しけれ 

 

1. 大宮東 RCから第 23回東大宮フェス 

ティバルのご案内 

2. 岩槻まつり実行委員会から参加団体 

への連絡事項とパンプレットが届い 

ています 

3. さいたま市花火大会実行委員会から 

4. 令和元年度「さいたま市花火大会」 

の開催についてと招待券並びにパンフレットが届い

ています 

5. 米山記念奨学会よりハイライトよねやま 232号 

6. 大宮北クラブより週報と年度計画書 
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クラブ・テーマ「ロータリーを学び、実践し、楽しもう」
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オブザーバー  

金子英二様 
 

本日のお客様 

幹事報告                幹事 増岡昌行 

会長挨拶      第 57 代会長 三浦宣之 
ばいいなと思ってしまいますが、夏は夏らしくなければいけ

ないのかともおもいます。皆様には体調管理には十分注意し

て頂ければと思います。 本日は会員増強員会の卓話という

事で田中委員長宜しくお願いします。 

 

 

インターアクトクラブ助成金 

岩槻高校インターアクトクラ

ブ顧問の鈴木健太郎先生と次

期会長の大堀寧音さんに 2019

年度の活動助成金 80,000円を

授与致しました。次年度はイン

ターアクト年次大会や協議会

のホストもありますので宜し

くお願いします。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  2 51.85％ 

 

スマイル報告 
本日のスマイル合計 15,000 円 

年間累計額 79,000 円 

 

ビジター 

岩槻区観光経済室室長補佐 菅野剛史 様 

本日は皆様の前で鷹狩行列をはじめ、岩槻区観光のＰＲをさせ

て頂けること、嬉しく思います。鷹狩行列へのご協賛をありが

とうございます。 
 

メンバー（50音順） 

小田光司 小林 篤 塩田淳司 鈴木 隆 鈴木真樹 

田中芳明 田畑寛樹 原田晃博 藤澤洋介 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 🌼 

退会者を出さない為に。 

会員みなさんからのご意見をお願いします。 

・例会に久しぶりに来られた方がまた次も例会来るのが楽しみ 

だなと思ってもらえるようになるといい。 

・コミュニケーションが大事。 

・電話やラインなどＳＮＳの活用もいいかもしれない。 

 誰がいくのか分かると、それなら自分も出席しようと思う 

かもしれない。 

・例会に来れないときに、別の会合で会ったメンバーに声を掛 

けてもらったり、電話を貰ったりするとすごくうれしい。ま 

た行こうかなという気持ちになる。 

委員会の中で欠席が目立つメンバーには、委員長が積極的に 

声がけをしていく。 

・こういうことに近道はないので、一人一人が少しずつコミュ 

ニケーションをとるしかないのでは。 

・声を掛けるというのは必要とされていることだ。人間、だれ 

かに必要とされている、思ってもらっているというのが伝わ 

れば退会防止にも繋がるのではないか。 

本年度も会員皆さん一人一人のご協力を宜しくお願い致

します！ 

会員増強委員会 委員長 田中芳明 

 

なぜ、会員増強が必要なのか。 

3年前、小田さんが会長の時に幹事を仰せ 

つかりましたが、年度スタートの時点で会員 

数が 21人でした。予算表を作って、食事費 

や固定費を考えると、委員会費も少なく、事業費もありません

でした。そこで、「絶対に 3人は入れる」と会長と決め、会員数

24人として予算表を作らせてもらい、いくらか事業費を捻出す

ることができました。 

地域で奉仕活動をするためには、最低 30人から 35人は会員が

いないといけないと思いました。 

 ロータリーメンバーが増えれば、それだけみんなの情報も伝

達してくれるし、追加予算が出れば良い事業が出来る。岩槻の

人のためにもっといい奉仕活動ができます。 

 人数が増えると、楽しいというのももちろんありますが、表

面上の予算だけではなく、スマイルも自然と増えると思います。 

先日、小田ガバナー補佐とともに、大宮西さんの例会におじゃ

まして参りました。その時に 1回の例会で集まるスマイルの金

額がかなりたくさんありました。1年間に例会が 40回あれば、

その分多額のスマイルが集まり、結果社会奉仕活動にも回すこ

とが出来ます。 

会員増強に協力をお願いします。 

3年会員候補者紹介カードを利用して、ぜひともお知り合い

の方をご紹介して頂きたいと思います。 

社会奉仕委員会            委員長 小林 篤 
今年の岩槻まつりは８月１８日(日)開催です。 

つきましては、まつりの円滑な開催のために、会員皆さん

から協賛金のご協力をお願いしたいと思います。 

なお、クラブとしても例年通り東さんと共に協賛致しま

す。 

 

青少年奉仕委員会         副委員長 田中芳明 
今年の岩槻まつりも、岩槻高校インターアクトクラブの

学生と共に、チャリティーバザーを開催致します。 

会員皆様のご自宅や事業所等で、お中元・お 

歳暮等で頂いた品物や、現在使われていない品物など、一

人３点以上ご提供いただければ幸いに存じます。 

また岩槻まつり前日の８月１７日（土）に、出品物の値

札付けを行う予定ですので、青少年奉仕委員会委員および

会員の皆様にはご多用中恐れ入りますが、何卒ご協力を賜

りたく、お願い申し上げます。 

 

スマイルＢＯＸより 

委員会報告  

卓話       主管：会員増強委員会 

7.   今年度の出席率の報告ですが、メークアップが年度間 

有効になった関係で、メークアップの修正を年度終わ 

りに集計するために、月ごとの集計はメークアップを 

カウントせずに報告するようにと地区から指示がご 

ざいました。地区としては例会に実際に出席した人数 

を把握したいとの事ですので、今年度はメークアップ 

は含まず出席率を集計してください. 

 

 

                       

 

 


