














































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2 年 7 月 16 日（木）  点鐘：18：00   会場：ふな又 

 

皆様こんにちは。 

 本日はお客様で、本年度第 4グループガ 

バナー補佐小暮様と補佐幹事の真中様が 

お越しいただいております。 

 そしてオブザーバーで、大塚商会の蛭川 

さんにもお越しいただいております。 

 限られたお時間ですが、どうぞ楽しんで 

いってください。 

 

さて皆様のご協力のもと、先週第１回目の例会も無事終了

し、ほっとしたのもつかの間、もう第２例会がやってまいり

ました。 

 恐らく歴代のパスト会長におかれましても、毎例会行う会

長挨拶の内容や話題については、色々考えられた事かと思い

ます。私も、せっかく会長という立場を任され、この貴重な

時間をいただいているわけですから、次の例会日が来るまで

の間、知り得たロータリー情報・社会情報・身の回りの情報

も含め、なるべく会員の皆様にとって価値ある情報や投げか

けをしていきたいと考えております。 

  

 そして本日お話したいのは、『この日本どうなってしまう

の？』この投げかけです。 

 

 新型コロナウィルス感染問題で、再び感染者の増加（埼玉

４８人）、そして九州各地をはじめとして、四国・近畿・東

海と記録的な豪雨が続き、甚大な被害が出ております。 

 また身近では、越谷市内に竜巻が発生して一部地域の家屋

の屋根が剥がれたり、今朝がたも地震がありました。震源地

は茨城県ですが、最近多いですね。 

日本はこの先どうなってしまうのか。 

ただそんな状況下でも、会員皆さんと知恵を出し合い、協

力し合い、奉仕活動を実施しクラブも運営していかねばなり

ません。 

 企業でいうＢＣＰ対策（事業継続計画）的なものも、クラ

ブ版として必要かと思います。 是非とも、クラブのビジョ

ン・戦略計画にも盛り込んでいければと思います。 
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クラブ・スローガン「 ロータリーを実践し、新たな出会いを・・・ 」

 

会長挨拶       第 58代会長 出山知宏 

ガバナー補佐挨拶 小暮昭弘様 

お客様紹介        

出山会長、鈴木幹事、ご就任おめでとうございます。岩

槻ＲＣの皆様こんにちは。本年度は新型コロナ感染防止対

策を取りつつオンラインを取り入れた例会のあり方、継続

事業の見直しと新規事業の導入なども皆様で話し合って頂

ければと思います。中里ガバナーからは「７つのチャレン

ジ」をして頂きたいというお話です。 

１．新規奉仕事業へのチャレンジ。（継続事業の見直し） 

２．クラブのビジョン・戦略計画策定（例会場掲示） 

３．女性会員比率 10％以上・若い世代の会員増強 

４．世界ポリオデー・ポリオ根絶活動への支援 

５．MY ROYARYへの登録と活用 

６．全クラブが「ロータリー賞」にチャレンジ 

７．地区チーム（ワンチーム）としての連携を強め情報を 

共有しクラブ活性化の支援に全力を挙げる。 

皆様のお役に立てるように頑張って参りますので、今年度

1年どうぞよろしくお願いいたします。 
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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   57.14％ 

 

スマイル報告 
本日のスマイル合計 23,000 円 

年間累計額 74,000 円 

 

ビジター 

第４Ｇガバナー補佐 小暮昭弘様（大宮北東） 

出山会長、鈴木幹事、ご就任お目でとうございます。岩槻Ｒ

Ｃの皆様、楽しい一年にしましょう。 
第４Ｇ幹事 真中潤治様（大宮北東） 

出山会長、鈴木幹事、御就任おめでとうございます。岩槻Ｒ

Ｃ皆様、1年間宜しくお願い致します。 

 
メンバー（50音順） 

小田光司 お客様ようこそ！  

小林 篤 お客様ようこそ！ 

小林利郎 お客様ようこそ！   

小林佑次 今日もよろしくお願いします。 

鈴木真樹 小暮ガバナー補佐、グループ幹事真中さん、本日は 

ようこそ。 

関根信行 お客様ようこそ！ 

田口雅弘 お客様ようこそ！  

田中芳明 小暮ガバナー補佐、真中グループ幹事、本日はあり 

がとうございます。 

田畑寛樹 小暮ガバナー補佐、真中グループ幹事、岩槻ＲＣへ

ようこそ。皆様、本日も宜しくお願い申し上げます。 

津多一幸 お客様ようこそ！ 

出山知宏 小暮ガバナー補佐、真中グループ幹事、ようこそ岩 

槻ＲＣにお越し下さいました。皆様本日も宜しくお願 

い致します。 

内藤 明 お客様ようこそ！  

原田晃博 第４Ｇ Ｇ補佐小暮様、真中Ｇ幹事様ようこそ岩槻Ｒ 

Ｃへ。 

増岡昌行 お客様ようこそ！   

三浦宣之 お客様ようこそ！ 

 

🌼 たくさんのご芳志ありがとうございました 🌼 

① 会場・出席委員会から「感染防止 

ご協力のお願い」。 

 

② ＲＩ日本事務局経理室より 2020年 

7月の RIレート：107円。 

 

③ 7月 19日（日）地区部門セミナー 

第１部 管理運営部門  

出席要請者：出山知宏会長 田中芳明委員長  

第 2部 ＲＩＬ運営委員会 出席希望者 

 

④ 地区から「これからの例会の実施形態に関する提言」。 

オンライン例会などに関する内容が書かれております

ので、確認お願いします。 

 

⑤ 地区からのお願い。 

・上半期地区分担金の納期期限 

・出席率月間報告書提出の復活 

・my Rotary100％登録のお願い 

・地区事務所事務局員の変更内容となっております。 

 

⑥ 地区より「新型コロナウイルスに対する埼玉県への支援

金ご協力のお礼とご報告」 

が届いております。 

 

⑦ 大宮東 RC 最終例会の週報が届いております。 

 

 

ぞれの地域との文化交流を活発にし、お互いの理解を深める

というものです。手始めに以前に開催した「kids dance 

festa」のようなものを企画・発信し、広い世代への呼びか

けを行う予定となっております。 

 その他にも大切な奉仕事業はたくさんありますが、新型コ

ロナの影響でどこまでやれるのかまったくわかりません。現

状では岩槻クラブから感染をしない、させないという細心の

注意を払って例会等を行わなくてはなりません。会員の皆様

から知恵をお借りして、このような設えなら安全・安心とい

うようなものを作り上げねばなりません。 

 一人一人が気を付けることが、みんなの感染を防ぐという

意識を常に持っていただいて少しでも楽しい例会ができる

よう考え、改善できることはすぐに実施することが最大の奉

仕となると思います。 

 

管理運営部門 委員長 田中芳明 

皆様こんにちは。本年度、管理運営部門 

の委員長を仰せつかりました田中芳明です。 

本年度、管理運営部門は６つの委員会に 

より成り立っています。委員の方と連携を 

取りながらクラブのニーズに合った効果的 

かつ効率的な運営を心掛けて参ります。 

又、本年度は新型コロナウイルスの影響によりロータリー

の活動にオンライン環境を今まで以上に取り入れていくこ

とを出山会長は望まれています。このような急激な環境変化

が益々、今年度は増えてくると考えられます。これに対応す

べく岩槻ＲＣメンバーと共に部門として活動して参ります。 

最後になりますが、私自身がエレクトという立場ですので

ＲＣのことをより一層勉強しながら活動して参ります。どう

ぞ、会員皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。 

 

奉仕部門 委員長 小田光司 

本年度奉仕部門委員長を仰せつかりました 

小田光司です。一年間よろしくお願いいた 

します。 

 本年度は「J SOUL PROJECT」ということ 

で地域から国際社会への発信を試み、それ 

 

スマイルＢＯＸより 

幹事報告       幹事 鈴木真樹 

部門委員長運営方針        

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


