














































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  
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◆次回の例会◆ 令和２年１１月１５日（日）地区大会へ振替  点鐘：12：00 会場：川口リリア 

 

皆様こんにちは。 

ここ数日テレビの情報番組を見ていて、 

新型コロナウイルスのニュースよりもア 

メリカ大統領選のニュースが多く取り上 

げられているのが分かります。これは日 

本だけでなく、世界各国の関心の的かと 

思います。 

しかしアメリカ大統領選を見ていると、選挙というか

大規模イベントですね！そして多くのアメリカ国民が関

心を持ち、参加しているように私は感じます。日本国民

も、もう少し政治や選挙に関心を持った方が、私的には

良いような気がします。 
 

ただ、どうでしょうか？昭和の時代から考えて、平成

から令和の今の時代をみて、議員年齢がかなり下がった

ように感じます。意外と 20 代は年代別投票率が低くと

も、政治に関心をもつ年代かもしれません。 

これから選挙がスマートフォンアプリで投票できる時代

が来たら、選挙戦の戦い方や当選結果も大きく変わり、

若手議員の誕生が、今以上に多くなるような気がします。 
 

これは政治の世界だけでなく、他のジャンルでも活躍

年齢層が低くなってきているような気がします。スポー

ツ業界は勿論、ビジネスの世界でも若い方の起業が多く、

社長の年齢もかなり若い方が多く見受けられます。 

先日「報道ステーション」という番組で、仁禮彩香（に

れい・あやか）さんが出演されました。仁禮さんは現在

慶應義塾大学の 2 年生ですが、中 2 で起業、高 1 で母校

を買収した経歴をお持ちです。 

今の時代その気になれば、年齢や環境に関係なく、あ

らゆる情報が気軽に手に入ります。これからの時代、若

手経営者の誕生も身近になると思います。 
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会長挨拶      第 58代会長 出山知宏 

 

大宮東ＲＣ 

会長 

小林 聡 様 

お客様紹介        

大宮東ＲＣ 

幹事 

瀬田雄一 様 

① 当クラブより、11月 15日は川口総合文 

化センターにて地区大会がございます。 

集合時間は 10時 50分、岩槻駅改札前と 

なっておりますので、遅れないようお願 

いします。また、現地直行される方は私までお知ら 

せ下さい。 
 

② 地区より、国際ロータリー日本事務局経理室より RIレー 

トのお知らせ。2020年 11月のロータリーレートは、1ド 

ル 104円となっております。 
 

③ 地区より、2021年度、第 1回オンライン RLIパートⅠ開 

催のご案内。 

毎年行われております、ロータリー・リーダーシップ研究

会の開催で、クラブの活性化と発展、クラブ会員のロータ

リーへの理解とモチベーションを高める研修となってお

ります。詳しい詳細は回覧いたしますので、参加希望した

い方、幹事までお知らせください。 
 

④ 地区より、国際奉仕活動に関するご案内。 

フィリピン RI3800 地区 2020-2021 国際奉仕案件（支援

先案件）がきております。 
 

⑤ 地区より、例会時における新型コロナウイルス感染症対策 

にてお知らせ。 

地区危機管理委員会より「感染症対策ガイドライン」作成

の内容となります。 
 

⑥ 地区青少年奉仕部門より、RI3750地区訪韓（ほうかん） 

中止のお知らせ。 

 

幹事報告            幹事 鈴木真樹 

出山年度 第１２回 通算２７３３例会     令和２年１１月５日 
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出 席 報 告 
会員数 出席数 免除者 ＭＵ 出席率 

30 14 1 2 56.67％ 

 

スマイル報告 
本日のスマイル合計 35,000 円 

年間累計額 316,000 円 

 

 

お客様 
 

大宮東ＲＣ会長 小林 聡 様 

本日はよろしくお願いいたします。 
 

大宮東ＲＣ幹事 瀬田雄一 様 

本日はよろしくお願いします。 
 

メンバー（50音順） 
 

伊藤健太 本日はよろしくお願い致します。 

遠藤隆雄 しばらくぶりに出席しました。 

小田光司 卓話よろしく。 

小林利郎 卓話よろしく。 

塩田淳司 よろしく。 

鈴木 隆 しばらくぶりです。 

鈴木真樹 小林会長、瀬田幹事、ようこそ岩槻ＲＣへ！本日 

は宜しくお願いします。 

田口雅弘 卓話よろしく。 

田中芳明 大宮東ＲＣ小林会長、瀬田幹事、ようこそ。本日は

ありがとうございます。 

田畑寛樹 小林会長、瀬田幹事、岩槻ロータリークラブへよ

うこそ！！原田委員長、卓話お願い申し上げま

す。皆様、本日もよろしくお願い申し上げます。 

出山知宏 大宮東ＲＣ小林会長、瀬田幹事、ようこそ岩槻ＲＣ 

へ！ 

中村 正 お客様ようこそ！ 

原田晃博 研修委員会の卓話、よろしくお願い致します。 

三浦宣之 小林会長、瀬田幹事、ようこそ。 
 

🌼 たくさんのご芳志ありがとうございました 🌼 

 

  

スマイルＢＯＸより 

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 

研修委員会 委員長 原田晃博 

健康について 

最近インフルエンザの予防摂取を受けた方 

はいらっしゃいますか？ぜひ受けて頂ければ 

と思います。 

皆さんご存知のとおり、男性は「歯目腹」、 

「歯が来て、目が来て、腹がくる」と申します。 

私は毎年歯医者と眼医者へ行きます。今年は胃カメラと大腸検

査も受けようかと思います。みなさん、健康管理だけはきちん

とお願いします。坂には「まさか」という坂もありますので、

気をつけていきましょう。 

研修委員会 

  

ご挨拶        

研修委員会 副委員長 鈴木 隆 

親睦について 

“入りて学び、出でて奉仕せよ” 

ロータリー運動の実体を、見事に表した言 

葉として、「入りて学び、出でて奉仕せよ」 

“Enter to learn, Go forth to serve”と 

いう言葉があります。 

世の中のあらゆる有用な職業から選ばれた裁量権を持った職

業人が、一週一回の例会に集い、例会の場で職業上の発想の

交換を通じて、分かち合いの精神による事業の永続性を学び、

友情を深め、自己改善を図り、その結果として奉仕の心が育

まれてきます。この例会のおける一連の活動のことを「親睦」

と呼ぶのです。例会で高められた奉仕の心を持って、それぞ 

 

研修委員会 委員 小田光司 

感染対策について 

2～3月頃は殆ど情報のなかった新型コロナ 

ウイルスですが、志村けんさんが亡くなった 

ことで日本国民が恐怖を感じました。最近は 

重症者率が若干下がって来ましたが、これか 

ら気温や湿度が下がってきますので、とくに飲食や酒席など

では飛沫感染の対策をしっかりしつつ、それぞれが会話をす

る時には必ずマスクをする等気を付けていかなければいけな

いと思います。 

⑦ 地区より、11月 15日 地区大会開催方法のご案内。 

地区大会に参加される会員の皆様に、新型コロナウイル

ス感染拡大防止のお願いです。 
 

⑧ 地区より、地区大会 各種委員会開催終了のご報告。 

2020-21 年度 地区大会決議（案）についてで、添付資

料もございますのでご確認ください。 
 

⑨ 浦和東 RCより、50周年記念誌並び DVDが届きました。 
 

⑩ 米山記念奨学部門ニュースが届いております。 
 

⑪ さいたま市より、令和 2年度さいたま市防犯・暴力排除・ 

交通安全市民大会中止のお知らせ。 
 

⑫ 大宮西 RC・大宮東 RC・岩槻東 RC・大宮北東 RCより 11 

  月の例会予定が届いております。 
 

⑬ 大宮西 RC・大宮北東 RCより 10月の週報が届いておりま 

す。 

 

                           

以  上 

 

れの家庭、職場、地域社会に帰り奉仕活動を実践します。 
 誰もが初めから立派なロータリアンでは無い。新会員の貴

方は、「ロータリーを学び」そして「ロータリーで学ぶ」こと

によって「ロータリーを知る」 

 

鈴木 隆 会員 

本日はしばらくぶりに例会場に出席させて

頂きました。おかげ様で体調も回復いたし

ました。お見舞いをありがとうございます。 


