














































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 出山知宏    例会場 : 割烹「ふな又」 例会日：木曜日 （月３回） 

幹事 鈴木真樹  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 7 月 11 日（木）   各部門活動計画発表  点鐘：12：30 会場：ふな又 

 

皆様こんにちは。 

岩槻ロータリークラブ第 58代会長を 

仰せつかりました、出山 知宏です。 

思えば岩槻ロータリークラブに入会 

させていただき、自身の新会員歓迎会 

を開いていただいた場で、『早く責任 

ある役を担えるように頑張ります』と 

ご挨拶させていただいてから早 8年が 

過ぎ、この会長という重役を本年度仰せつかりました。 

 

しかし会長エレクトとしてスタートした一年前と現在で

は、社会情勢は勿論、我々の取り巻く生活環境がガラリと変

わる問題が発生しております。 

 

『新型コロナウィルス感染問題』 

 この問題により、事業環境や生活環境の見直し、当然クラ

ブ環境の見直しも図っていかねばなりません。 

今まで当たり前のようにできていた事も、今ではあの手この

手、様々な対策をしなければ実施できない、またそこまでし

ても実施する事が困難な場合もある。 

本当に考えさせられる一年になる事と思います。 

 

 それでもこのクラブには、様々な経験をされてきた大先輩

をはじめ、頼もしい仲間達がたくさんいます。 

その仲間と共にこの難局を乗り越え、皆で最高の一年だった

と振り返る事ができるよう、しっかりと一年舵取りをさせて

いただきます。 

 皆さん、一年間宜しくお願いします。 

 

①昨日、皆様に細則変更の賛否を問 

う書面決議でお送りさせて頂きま 

して、皆様のご意志、お考えを頂 

きました。その結果、細則変更第 

6条・第 2節を変更させて頂きま 

したので今年度上期会費及び登録 

料は 8万円ですので 7月中に納入 

をお願い申し上げます。 

②各部門セミナー開催前の事前準備のお願い。 

オンラインでの開催となっておりますので、担当部門の 

方は幹事までお申し出下さい。 

③会員増強部門セミナーのご案内。8/10（祝日）Zoomでの 

参加。 

④地区 YouTube動画配信のご案内。 

「地区事業の推進・クラブ活性化」を具現化できるよう 

な企画動画となっておりますので、皆さんご覧ください。 

⑤RI日本事務局より財団室ニュースのご案内。 

⑥城下町岩槻鷹狩行列実行委員会より、第 8回鷹狩の開催 

中止のお知らせ。 

⑦社会福祉法人隼人会から夏の「ハワイアンまつり」の中 

止のお知らせ。 

⑧大宮東 RC・岩槻東 RC・大宮北東 RCから 7月の例会予定 

の案内のお知らせ。 
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Weekly Report 
クラブ・スローガン「 ロータリーを実践し、新たな出会いを・・・ 」

 

出山年度初例会、第 57代三浦宣之会長から第 58代出山知宏

会長へ、増岡昌行直前幹 

事から鈴木真樹幹事へ 

バッジが引き継がれまし 

た。 

出山会長、鈴木幹事、就 

任おめでとうございます。 

1年間よろしくお願いし 

ます。 

会長挨拶       第 58代会長 出山知宏 

幹事報告       幹事 鈴木真樹 

会長・幹事バッジ交換        新会員入会式        

本日、津多一幸会員の入 

会式が行われました。 

津多会員お帰りなさい！ 

今後ますますのご活躍を 

期待しております。 
  

 

 

新会員プロフィール 津多一幸会員 
 

事業所     (株)津多工業 代表取締役 

  事業所所在地  岩槻区金重 

  主要業務    建築・土木 エクステリア 

  ロータリー歴  2018-19年度クラブ幹事 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行：会報・広報委員会   委員長 関根信行  副委員長 高橋真理以  委員 志水一雄  内藤 明 

 

出 席 報 告 
会員数 出席数 免除者 ＭＵ 出席率 

28 16 1  60.71％ 

 

スマイル報告 
本日のスマイル合計 51,000 円 

年間累計額 51,000 円 

 

メンバー（50音順） 

小田光司 会長幹事おつかれさま。  

小林 篤 出山会長鈴木幹事、１年間がんばって下さい！ 

小林利郎 出山会長鈴木幹事、ご就任おめでとうございます。   

小林佑次 出山会長鈴木幹事、１年間よろしくお願いします。 

塩田淳司 新年度よろしく。 

鈴木真樹 出山年度第１回目のスタートです。幹事としてがんば 

っていきますので、１年間宜しくお願いします。 

関根信行 会長幹事、ご就任おめでとうございます。   

田口雅弘 会長幹事、就任おめでとうございます。  

田中芳明 出山会長鈴木幹事、本日はおめでとうございます。  

田畑寛樹 出山会長鈴木幹事、皆様、今年度も宜しくお願い申

し上げます。 

津多一幸 入会承認ありがとうございます。今後とも宜しくお

願いいたします。 

出山知宏 1年間宜しくお願いします。  

中村 正 晴れの門出、1年楽しい航路を！（バッジ忘れました。）  

原田晃博 会長幹事、就任おめでとうございます。 

増岡昌行 会長幹事、就任おめでとうございます。   

三浦宣之 出山会長鈴木幹事、ご就任おめでとうございます。 

1年間宜しくお願いします。 

 

🌼 たくさんのご芳志ありがとうございました 🌼 

この度、2020～21 年度の幹事を仰せつかりました鈴木真樹

です。私にとって初幹事であり、出山会長の幹事を決めてい

たので、楽しみでもあり身の引き締まる一年となります。 

今年度の国際ロータリーのテーマは「ロータリーは機会の

扉を開く」で、クラブテーマは国際ロータリーのテーマと繋

げて、「ロータリーを実践し、新たな出会いを・・」です。 

長く歴史のあるクラブでもある岩槻ロータリークラブの活

動を継続し、幹事として恥じないよう勉強し、常にパイプ役

として会員皆様がロータリーライフを楽しんでいけるよう頑

張りたいと思います。 

また今年に入り世界中で感染問題で仕事や例会に悩まされ

る年でもあるこの時期ですが、クラブ会員の皆さん一人一人

がこれを機に「新たな出会い・・機会の扉を開く」事により

岩槻ロータリークラブを更なる発展に向け、会員皆様と頑張

って参りたいと思いますので何卒、ご理解、ご指導、ご協力

よろしくお願い申し上げます。 

 

2020〜2021年度、岩槻ロータリークラブ第 58代会長を仰

せつかりました、出山知宏です。 

諸先輩方が築き上げてきた歴史あるクラブの舵取りを任

され、大きな責務を感じ、身の引きしまる思いがあると同時

に、今この瞬間も悩み考え、重圧を感じております。 

その昔、世界恐慌の時代やリーマンショック、日本におい

てはこの 10年近く天災による災害も多く、そんな中ロータ

リアンは数々の支援策を考え、奉仕活動を実践してまいりま

した。その活動ができるのも、会員個々が職業奉仕を実践し、

事業の安定があってこそだと考えます。 

しかし今、新型コロナウィルスという見えない敵の脅威に

さらされ、そして世界大恐慌やリーマンショックと違い、経

済活動は健康や命に関わる問題と直結するとし、活動の自粛

を求められております。すなわちロータリアン個々の事業環

境も、脅かされていると言っても過言ではありません。 

この岩槻ロータリークラブにとって最も重要なことは、岩

槻ロータリークラブそのものを運営している会員の存在で

す。脅威にさらされ、ロータリー活動もままならない今、ク

ラブの存在意義を会員の皆様としっかり考え、運営に努めた

いと思います。 

さて、本年度の RIテーマは『ロータリーは機会の扉を開

く』です。このテーマを打ち出した、本年度 RI会長ホルガ

ー・クナーク氏はこう仰っております。 

「ロータリーとは、クラブに入会するというだけでなく、

無限の機会への招待です。ポリオ根絶のように大規模で歴史

的なプロジェクトから、地域社会でのささやかなプロジェク

トや 1本の植樹まで、奉仕する機会への扉を開いてくれま

す。」  

私はこの言葉を読んで、過去の奉仕活動を振り返り、奉仕

活動を通じて沢山の方との出会いを思い返しました。この出

会いと経験は、私の人生をより豊かに深みのあるものに変え

てくれた事に間違いありません。 

そして地区の活動方針はＲＩテーマと同じく掲げ、運営方

針は『新たな機会へのチャレンジで、クラブに活力を！』 

私にとって、今年のＲＩテーマと地区の活動・運営方針は、

困難と向かい合っている今だからこそ必要なものと感じま

す。 

今年もきっと沢山の機会の扉が現れるでしょう！ 

そしてその扉を開けるという事は、新たなチャレンジでもあ

ります。このチャレンジの先には、沢山の新たな出会いがあ

り、また一つ豊かに深みのある人生に変えてくれると信じま

す。 

クラブスローガンは『ロータリーを実践し、新たな出会い

を…』とし、クラブの仲間と共にこの困難な時代を乗り切り、

新たな扉の先へ向かって行きたいと思います。 

 

クラブ・スローガン 

 ― ロータリーを実践し、新たな出会いを… ― 

 

クラブ運営方針 

全ての機会を親睦の場とし、仲間の絆をより一層深めまし

ょう！新たな機会で新たな出会いを作りましょう！ 

 

クラブ重点目標 

・新会員入会の推進（２名） 

・Ｗｅｂ例会環境の構築 

・奉仕プロジェクトの実施 

・ロータリー賞獲得 

・クラブビジョン・クラブ戦略計画の作成 

 

スマイルＢＯＸより 

14 日 田畑 寛樹 会員 

23 日 内藤  明 会員 

 
本年度のプレゼントは 

極上白ワインです♪ 

おめでとうございます！ 

幹事所感             幹事 鈴木真樹 会長所信表明         会長 出山知宏 

７月の誕生祝い 

リモート出席でのスマイル送金  埼玉りそな銀行岩槻支店 (普)1445466 岩槻ロータリークラブ 


