














































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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１２月１７日（木） クラブ総会     点鐘：18：00 会場：ふな又 

 

皆様こんにちは。 

来年の日本を想像したことがございますか？ 

ただ来年の場合、想像というよりニュースを 

見ていると、自分なりに見えてくる部分が 

多々あります。 

私はこの一年、国の支援策にかなり助けら 

れました。そして同時に感じる事は、何だかんだと批判する

人も多くいますが、国も結構やってくれています。 

持続化給付金、雇用調整助成金、持続化補助金、テレワー

ク構築のための補助金、そして各市町村単位でも、様々な助

成金や支援策を打ち出してくれました。そして３月の年度末

まで残りわずかにも関わらず、第３次補正予算が組まれ、雇

用調整助成金が、現行の形で２月末まで延長、Go Toトラベ

ル 6月末まで延長、資金繰り支援の延長もあり、私としては

結構評価できる内容かと思います。また４月から始まる新年

度に対しての予算の使い道、これも注目です！ 

私が１番注目しているのは、持続化給付金の後継政策とも

いえる、「事業再構築補助金」。 

この補助金は、端的に言うと今営んでいる事業を見直して業

態転換を実施したり、新規事業への進出などを後押しするた

め、設備投資を支援するという補助金です。 

１中小企業に対し、最高 1億円。 

まだ細かい基準や要件は分かりませんが、私自身、自社の業

務見直しも今真剣に考えております。 

この辺りを考えると、３月の緊急事態宣言発令あたりから、

国は何とかこのコロナ禍を乗り切るというより、何とか耐え

て事業継続してくださいとたくさんの支援を実施してくれ

ました。 

そして来年は、耐え抜いて事業継続している企業で、更に

前向きに取り組む企業を伸ばす政策を考えてくれているよ

うに感じます。国も結構考えてやってくれています。 
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表 彰        

① 当クラブより。今月 7日、定例会場にて 

理事会が行われました。 

審議事項としましては、 

第 1号議案「ガバナー公式訪問」の件 

第 2号議案「Jsoulプロジェクト実行 

委員会組織体制図（案）」の件 

第 3号議案「2021-22岩槻ロータリークラブ組織図（案）

変更」の件 

すべて可決されました事を報告いたします。 

 

② 地区より、2021年 台湾国際大会「RI第 2770地区ガバ

ナーナイト」のご案内。 

今年度、国際大会（2021年 6月 12日~16日）に台湾・台

北にて開催されますので、台湾国際大会に参加されます

皆様への出席のお願いと、当初予定しておりました会場

の変更案内が届いております。 

詳細は回覧いたしますのでご覧ください。 

 

③ RI日本事務局より財団室ニュースが届いております。 

 

④ 公益社団法人さいたま観光国際協会より、「新年賀詞交歓

会 開催中止」のお知らせ。 

と、「頑張ろう！さいたま市！最大 20％戻ってくるキャ

ンペーン第 2弾」のご案内と、 

「会員特待制度について」お願いがきております。 

詳細等は回覧いたしますのでご覧ください。 

 

⑤ 大宮西 RCより、11月の週報が届いております。以上。 

 

幹事報告            幹事 鈴木真樹 

出山年度 第１６回 通算２７３７例会     令和２年１２月１０日 

 

公益財団法人ロータリー米山記念奨学会より、関根信行会

員のこれまでの功績に 

ついて「第 1回米山功 

労者」の感謝状が届き 

ました。 

関根会員おめでとうご 

ざいます！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

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 

メンバー（50音順） 
小田光司 卓話よろしく。 

金子英二 卓話よろしく。 

小林 篤 卓話よろしく。 

小林利郎 金子さん、蛭川さん、卓話楽しみにしてます。 

鈴木真樹 皆さんこんばんは。本日も宜しくお願いします。 

金子会員、蛭川会員、卓話楽しみにしております。 

関根信行 卓話よろしく。 

田中芳明 新会員卓話宜しくお願い致します。楽しみにしてい

ます。 

田畑寛樹 皆様、こんばんは。金子会員、蛭川会員、卓話楽し

みにしております。本日もよろしくお願い申し上げ

ます。 

出山知宏 本日は新会員卓話、宜しくお願いします。 

内藤 明 卓話よろしく！ 

蛭川正太 本日もよろしくお願い致します。 

増岡昌行 卓話よろしく。 

三浦宣之 金子会員、蛭川会員、本日は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 🌼 

検査してもらいました。幸い、その後輩の家族も周囲の人間

にも感染者は出なかったのですが、本人は迷惑をかけたと大

変責任を感じて辛い思いをしたようです。しょうがない事な

のですが、これからは感染者の心のケアなども考えていかな

ければならないと思います。 

つながりにくいインターネットの話 

昨年夏、マイクロソフトのＯＳが Windows 10になりました。

マイクロソフトではこれを最後のＯＳにするという事で、今

後はアップデートで更新していく方法になりました。 

そのため、アップデートをするたびに毎回データの容量が

すごく大きくなってしまっているのが原因です。毎週水曜か

木曜日にアップデートがかかるのですが、そのたびにネット

ワークに大きな負荷がかかります。去年の 8月下旬には日本

でネットがつながらなくなる大事件が起こりました。表向き

は Windowsの大型アップデートだとされていますが、同じ日

にポケモンＧＯの大型アップデートもあったのです。そのく

らい、アプリ等のアップデートの影響は大きくなっています。 

更にコロナで ZOOMなどの使用も増えているのも原因です。 

解決方法としては、「ITV4」という方式で繋いでいるインタ

ーネットを、プロバイダーさんで「ITV6」という契約に変更

すれば速度が安定します。もう一つ、専用線の「ＮＵＲＯ」

を引く方法です。これは、料金は高いですが速度がかなり速

くなり、岩槻も利用できる地域が広がっています。この様に

パソコンなどでお困りのことがあればご相談ください。 

 

金子英二
か ね こ え い じ

会員 
（2019年 9月 19日入会） 

 

私は昭和 45年生まれ、白菊幼稚園から太 

田小学校、岩槻中学校、大宮工業高校を卒業 

し、はじめは家業を手伝っていましたが、自 

分で「装英舎」という会社を作り、現在、息子と二人で内装

工事やリフォーム工事をしております。 

 趣味はバイクです。休みの日は愛車のハーレーダビッドソ

ンに乗って仲間と一緒に出掛けたりしています。お酒を飲む

ことも好きです。 

いまの会社を始めた時に決めていたことがありました。10

年以内の法人設立を目標にすることです。 

じつは、本日、株式会社 装英舎にすることができ、目標を１

つ実現できました。 

 それから、60才で仕事をやめようと決めています。10年後

に 34 歳になる息子に、社長の立場を譲りたいと思っていま

す。 

それまでは、息子が装英舎を継ぎたい！と言うような会社に

すべく、がむしゃらに働かなければならないと考えています。 

そのため、今後は内装業だけでなく、建築の仕事にも手を広

げていきたいと思っています。 

人前で話すのは苦手ですが、今後ともどうぞよろしくお願い

いたします。 

 

 

蛭川
ひるかわ

正太
しょうた

会員 
（2020年 10月 8日入会） 

 

昭和 59年 12月生まれ、子年の年男の 36 

歳です。現在独り身です。趣味は 6、7年前 

から始めたゴルフです。かなりはまっており 

まして、機会があったらぜひ皆さんとご一緒させて頂きたい

と思います。 

小さい頃から習っていた剣道は四段、書道は民間書道教授

という国家資格をもっているので、今の仕事を退職した後に

書道教室を開くのもいいかなと思っております。 

コロナウイルス感染について 

私の職場の後輩なのですが、ある土曜日に微熱が出て、翌

日の日曜日には熱も下がり、その後は異常なかったそうです

が、、上司の指示で保健所に連絡し、幸手にあるドライブスル

ー方式の検査会場でＰＣＲ検査を受ける事になりました。 

翌日の夕方に後輩は陽性の結果が出まして、その日の夜には

久喜の事務所が閉鎖されました。 

会社ではあらかじめ陽性者が出た場合の対策を講じていま

したので、閉鎖の翌日午後には業者さんが入り、事務所を消

毒してもらい、我々は在宅のテレワークになりました。 

同じチームの後輩が感染ということで、私自身を含め 8 名

が濃厚接触者と認定されました。保健所と会社から 2 週間在

宅の指示があり、外出禁止となりました。営業職なので難し

い面もありましたが、在宅でひたすら仕事をこなす日々を過

ごしました。最初の 1 週間は毎日、2 週間目は 1 日おきに保

健所から連絡が入って、体温や体調の確認がありました。通

常、保健所からの指示でＰＣＲ検査を受ける場合は国から費

用が出ますが、我々は少しでも早く受けるよう会社から言わ

れていたので、私は大宮のクリニックを調べて唾液を採って 

スマイル報告 
本日のスマイル合計 20,000 円 

年間累計額 387,000 円 

 

出 席 報 告 
会員数 出席数 免除者 ＭＵ 出席率 

30 15 1  53.33％ 

 

新会員卓話             


