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◆次回の例会◆   令和２年９月３日（木）早朝例会  集合：朝 5：50   会場：大光寺 

 

皆様こんにちは。 

本日は蓮田ロータリークラブより、 

加藤 始 会長、舟山 清志 幹事、秋葉  

功四郎会員増強維持委員長 本日はお 

越しいただきありがとうございます。 

 

さて毎回コロナ関連のお話で始まりま 

すが、今コロナ感染問題同様、連日報道されている熱中症

問題、かなりの警戒が強まっております。 

総務省消防庁のデータでは、今月 3日～9日の 1週間で、

6,664人が救急搬送されたようです。 

また６月以降にデータ範囲を広げると、2万 2000人以上が

救急搬送、重症者が 503人、死者 37人と、見方によっては

コロナ以上の脅威とも言えます。 

そして注目したいポイントが、熱中症の初期症状が、コ

ロナ感染症状とかなり似ており、発熱・頭痛・めまい・倦

怠感、場合によっては味覚・嗅覚に異常をきたすこともあ

るそうです。 

コロナ感染症対策も勿論ですが、熱中症対策もしっかり

行ってください。 

少なくても今熱中症にかかると、同時にコロナ陽性患者

としても疑われて処置されるという事にもなりかねないの

で、特に会員の皆様は会社の代表者、また責任ある立場の

方々ですので、特にお気を付けください。 

 

話は変わりますが、先日第 3回定例理事会が開催され、2

つの議案が上程されました。 

第一例会の会場出席委員会主幹の早朝例会の議案と、第

三例会職業奉仕委員会主幹の会員卓話の議案が、出席され

た理事全員の賛成を得て可決されました。 

早朝例会は毎年恒例の遠藤会員の説教・説法が楽しみで

すし、会員卓話も楽しみで、特にこのコロナ禍、皆さんの

乗り切り策を是非お聞かせいただきたいと思います。 

以上、会長挨拶とさせていただきます。 
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会長挨拶      第 58代会長 出山知宏 

幹事報告            幹事 鈴木真樹 

① クラブ理事会報告 

8月 18日（火）午後 6時よりクラブ 

事務所にて８月の定例理事会が開催 

されました。 

議案内容としましては、9月 3日の 

「早朝例会」の件。 

また、9月 12日にあります職業奉 

仕セミナーの発表、並びに職業奉仕会員 卓話の件が

可決されました事を報告します。 

また、会員満足度アンケートですが、まだ出されてい

ない方はご返送お願いします。 

 

② 地区より、奉仕プロジェクト 3 部門同日開催セミナー

のご案内。 

日時：９月 12日（土）  

第１部 対象者 入会 5年未満の会員 6名 

出山会長より推薦がありました会員は参加をお願いし

ます。 

9：50より受付 開始 10：30オンラインミーティング 

第２部 対象者 出山会長 田中部門  

小田部門 遠藤部門 

13：05より受付 開始 13：

45～オンラインミーティング 

 

③ 地区より、ロータリー財団部門セミナー開催のご案内。 

日時：9 月５日（土） 第１部 対象者 会長・遠藤

委員長もしくは担当委員 
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出 席 報 告 
会員数 出席数 免除者 ＭＵ 出席率 

28 13 1 3 60.71％ 

 

スマイル報告 
本日のスマイル合計 35,000 円 

年間累計額 143,000 円 

 

お客様 

蓮田ＲＣ会長 加藤 始 様 

今年度蓮田ＲＣ会長を務めます加藤です。よろしくお願い

致します。 
蓮田ＲＣ幹事 舟山清志 様 

本日は岩槻クラブ夜間例会に参加させて頂きありがとうご

ざいました。本日は宜しくお願い致します。 

蓮田ＲＣ会員増強維持委員長 秋葉功四郎 様 

本日は宜しくお願い致します。 

 

メンバー（50音順） 

小林 篤 お客様ようこそ。 

小林利郎 お客様ようこそ。 

塩田淳司 お客様ようこそ。 

鈴木真樹 加藤会長、舟山幹事、会員増強維持秋葉委員長、 

本日はようこそ。 

関根信行 （オンライン出席） 

田口雅弘 お客様ようこそ。 

田畑寛樹 本日も宜しくお願い申し上げます。 

出山知宏 蓮田ＲＣか加藤会長、舟山幹事、秋葉委員長、よう 

こそお越し下さいました。 

内藤 明 お客様ようこそ。 

中村 正 加藤会長、舟山幹事、秋葉委員長ようこそ。欠席す 

みません。 

増岡昌行 蓮田クラブの皆様、本日はありがとうございま 

す。 

三浦宣之 加藤会長、舟山幹事、秋葉会員増強維持委員長、 

ようこそお越しくださいました！ 

🌼 たくさんのご芳志ありがとうございました 🌼 

会員増強委員長 小林利郎 

（地区会員増強維持委員会兼務） 

8月 10日にオンラインでのセミナーが開 

催され、私も地区の委員として参加いた 

しました。クラブからも出山委員長、小 

林篤副委員長、津多会員に参加して頂き 

ました。世界的にも会員数が毎年減少している状況ですが、

本年度の地区の会員数は 2422 名のスタートとなってしま

いました。目標は 2700名。退会者を無くし会員の減少を防

ぎながら新会員を迎えて純増につなげていかねばなりませ

ん。私も委員会の方でいろいろ提案をさせて頂いておりま

す。 

地区では現在、女性メンバーは 8％です。世界では 23％

以上であり、この地区の女性メンバーの比率を 10％にまで

引き上げたいという目標をもっております。 

今回のセミナーの中では、北本ＲＣの佐京雄都さんに記

念講演をお願いしたのですが、大変好評で大きな反響を頂

きました。是非ともクラブの皆さんにも聴いて頂きたい内

容なのですが現在著作権なども含めて検討中との事です。 

皆さんもご自分の仕事の中で抱えている悩みや不安もあ

るかと思いますが、例会や委員会でメンバー同士が顔を合

わせただけでホッとするようなクラブ作りが私の個人的な

理想で、また良い習慣に繋がっていくと思います。 

 

会員増強副委員長 小林 篤 

会員増強維持部門セミナーでは 5つの設 

問を宿題として預かって参りました。 

会員増強維持委員会設問 

① 皆様のクラブの活性化(良いクラブに 

する)には、どのような行動を起こされ 

ますか。 

 

 

 

 

② 皆様のクラブの会員維持の方策をお聞かせください。 

③ 今年度は会員増強と会員維持に分けてお考え頂きたいと 

思いますが、皆様での話し合い(クラブフォーラム等) を 

それぞれ何回開催されますか。 

④ クラブ増強にとって大事な女性会員の増強について、どの 

ように考えますか。 

⑤ 皆様のクラブが目指す、将来のクラブ像は。 

皆様のご意見・ご協力を宜しくお願い致します。 

スマイルＢＯＸより 

地区会員増強維持部門セミナー報告  

オンライン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 

13：05より受付 開始 13：45オンラインミーティング 

 

⑥ 地区より、ロータリー財団部門セミナー開催のご案内。 

日時：9月５日（土）  

第１部 対象者 会長・遠藤委員長もしくは担当委員          

12：00より受付 開始 13：00オンラインミーティング 

第 2部 対象者 入会 5年未満の会員となっております

ので、出山会長より推薦がありました会員は参加お願い

します。 

14：30より受付 開始 15：00オンラインミ－ティング 

 

⑦ 米山より、ハイライトよねやまが届いております。 

寄付金、カンボジアの子供たち、学年度奨学生の募集開

始の案内が書かれておりますので、読んでみて下さい。 

 

⑧ 大宮西ＲＣより、昨年度の最終例会の週報と、今年度の

7月の週報が届いております。 

 


