














































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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１０月３日（木）  公式訪問例会     点鐘：1２：３0 会場：ふな又 

 

 

三浦年度  第９回  通算２７０５例会           令和元年９月１９日 

2017-18 INTERNATIONAL ROTARY DISTRICT2770 

ROTARY CLUB OF IWATSUKI  

since 1963 

Weekly Report 
クラブ・テーマ「ロータリーを学び、実践し、楽しもう」

 

 

皆さん今晩は。 

今日は夜間例会という事で節食例会となり 

ます。前にもお話しましたが、食事費の半 

分をポリオに寄付致しますので宜しくお願 

いします。 

  皆さんご存じのように先週の 9日月曜日 

に台風 15号が、千葉県に上陸しました。 

今回の台風は瞬間最大風速５７ｍで関東上陸時の勢力では

過去最強勢力だったそうです。ゴルフの練習場のポールが倒

れたり、大規模停電が続いたりと甚大な被害がおき、今日の

段階で 4万件近くの家がいまだに停電し復興できていない地

域がまだあるようです。 

 今回の台風がもし福島の原発を直撃し、原子炉の建物が崩

壊したり、電気の供給がストップしたら日本に住めなくなる

ような恐ろしい事態が発生したかもしれないとも言われて

います。日本という国は地震もあるし津波もあるし台風もあ

るし本当に自然災害が多い国だなと思います。自然災害の前

では、人間の力というのはあまりに無力だという事を改めて

感じました。想定外の事に対して対処をして行くことも今後

の課題なのかなと思いました。そう考えるとわが町埼玉は災

害の少ない本当に住みやすい町であると思います。 

 友好クラブ締結をしています、千葉県南房総市の千倉ＲＣ

の例会場であります魚拓荘鈴木屋さんが今回の台風でかな

りの被害を被ったという事で、鈴木会長の方にお見舞いの電

話をしました。被害は大きかったけれども幸い客室は営業で

きるという事でした。けれども修繕する業者の方が順番待ち

で、いつになったら完全に復興するのかわからないとおっし

ゃっていました。現在会員は 4名になったけれど、皆さん無

事でやっていますとの事でした。少しですが、義援金の方を

送らせていただきたいと思います。そして、1 日も早い回復

をお祈りしたいと思います。 

 次の例会はガバナー公式訪問例会となっています。今年度

の小林ガバナーは自らがポリオに罹患しているという事で

ポリオ根絶に非常に力を入れている方でございます。例会で

はその辺のところをお聞きして十分理解して頂ければと思

います。この後は小田ガバナー補佐に、クラブ協議会の進め

方や注意事項を説明して頂きます。1 年に１回のガバナーの

お話が直接聞ける機会です。皆さんお仕事などで忙しいとは

思いますが全員出席でお願いしたいと思います。 

 またその後はクラブフォーラムという形で、ここにいらっ

しゃいます大堀さんが青少年交換に合格しました。そこで、

青少年交換のことについて皆さんで話し合いをしたいと思

います。 

 

 

 

本日は、岩槻高校インターアクトクラブ顧問の鈴木健太郎

先生と会長の大堀寧音さんに出席して頂き、岩槻まつりでの

バザーの売上金 45,390 円を授与致しました。インターアク

ト活動に有効に使用して頂きたいと思います。 

また、2020～2021 年度青少年交換事業において、岩槻Ｒ

Ｃ推薦の大堀寧音さんが奨学生として合格致しました。これ

から留学まで準備を重ね、夢の実現に向けて頑張ってほしい

と思い 

ます。 

おめで 

とうご 

ざいま 

す！！ 

会長挨拶      第 57 代会長 三浦宣之 幹事報告                幹事 増岡昌行 

1. 地区より地区大会のご案内 

１日目 11月 9日 13時点鐘 

 ロイヤルパインズホテル浦和  

2日目 11月 10日 12時 30分点鐘  

越谷コミュニティーセンター  

2. 地区大会クラブ紹介についてのお願い 

11月 10日午後３時３０分頃に岩槻Ｒ 

Ｃが紹介されます。 

10 月 24 日実施の世界ポリオデーの各クラブのイベン

トの紹介もあります。 

3. 地区青少年部門より『高校生海外研修派遣団員の募集』 

派遣場所 大韓民国 3750地区 2020年 3月 28日～4

月 2日 5泊 6日 

応募締切 10月 31日 選考予定 11月下旬  

4. メジャードナー午餐会のご案内 

5. 地区管理運営部門より入会 3 年未満新会員研修のご案

内 

2019年 10月 5日(土)受付開始 9時 開会 9時 30分～

18時 

6. ハイライトよねやま Vol234 

7. 第 4グループ大宮西、岩槻東、大宮北東から 10月例会

予定表、 

8. 友好クラブの千倉 RCから活動計画書 

9. 大宮北 RCから週報 

 

岩槻高校インターアクトクラブ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

28 16   57.14％ 

 

スマイル報告 
本日のスマイル合計 24,000 円 

年間累計額 178,000 円 

 

ビジター 

大宮北東ＲＣ パスト会長 佐々木直之 様 

本日はお世話になります。青少年交換事業のご成功をお祈りし

ております。 

 

メンバー（50音順） 

岡野育広 小田光司 小林 篤 小林利郎 塩田淳司 

鈴木 隆 鈴木真樹 田中芳明 田畑寛樹 出山知宏  

内藤 明 中村 正 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 🌼 

 

青少年交換について 
今回 2020～2021 年度青少年交換学生に合格した大堀寧音さ

んは、中学時代からの留学という夢を叶える為、鶴ヶ島からわ

ざわざインターアクトクラブのある岩槻高校まで 1 時間半か

けて通学している生徒さんです。去年は不合格でしたが、この

1年間オーストラリアの留学生を受け入れたり、日韓青少年交

換事業に参加したり、英検準 2級を取得したりと留学にむけて

積極的に準備してきた生徒さんですので、岩槻クラブとして全

面的にサポートしていきたいと考えております。どうぞ会員皆

さまのご理解とご協力をお願いしたいと思います。また、大堀

さんを留学派遣するということで、来日する留学生の受け入れ

という形にもなります。そこで大事なのがホストファミリーの

問題です。今のところ、大堀さんのご家庭含め２～３軒の候補

がありますが、メンバーの皆さん、またお知り合いで受け入れ

可能なご家庭がありましたらお声がけをお願いしたいと思い

ます。クラブ活性化の起爆剤の一つになれ 

ばと考えておりますので何卒宜しくお願い 

いたします。クラブでは久しぶりの事業な 

ので、大宮北東ＲＣより佐々木様をお迎え 

し、受入クラブとしての体験談をお話して 

頂きました。 

 

 

 

 

 

 

 
                      

                       

 

  

スマイルＢＯＸより 

公式訪問直前クラブ協議会 

新会員入会式 

shu 

クラブフォーラム 

shu 

 

本日、岩槻ＲＣに待望の新会員が入会して 

くれました! 

金子英二会員、ようこそ岩槻ロータリークラ 

ブへ！今後ますますの活躍を期待しておりま 

す。 

 
新会員プロフィール 金子英二会員 
 

事業所     装英舎 代表 

  事業所所在地  岩槻区城町 

  主要業務    内装工事全般・リフォーム工事 

  趣 味     バイク 

  

 

ガバナー補佐 小田光司 
10月 3日(木)のガバナー公式訪問について。 

・ガバナーは地区副幹事さんと一緒にいらっ 

しゃいます。 

 パソコンはガバナーが用意したものを使い 

ますので、プロジェクターやスクリーンな 

ど準備をよろしくお願いします。 

・ガバナーの卓話ではご自分の経歴を中心にポリオ撲滅に対 

するお話などをして下さいます。 

・クラブ協議会について、年度計画書に書いてあることをそ 

のまま発表するようなことはしないで下さい。委員長さん 

は活動について発表するとともに、活動をどのように進め 

たらいいか悩んでいる等の質問などありましたら、ガバナ 

ーは決してダメ出しなどせずにひとつひとつ丁寧に答えて 

くださいますので素直に質問してみてください。 

・出席率 100％を目指して、ご出席をお願いします。 

委員会報告  

クラブ研修リーダー 小田光司 
来週水曜日 25 日夜 7 時よりクラブで研修会を行います。内

容は例会についての基本的なスピーチの仕方やロータリー

情報あれこれです。初心にかえって確認したいと思いますの

で、皆様ご参加宜しくお願いします。 

 

大宮北東ＲＣ 

パスト会長 

佐々木直之様 

交換学生受入の

体験談を披露し

て頂きました。 


