














































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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３年５月１３日（木） 地区研修協議会報告   点鐘：12：30 会場：ふな又 

 

皆様こんにちは。 

本日は、第 2770地区第４グループガバ 

ナー補佐の小暮昭弘様にお越しいただい 

ております。 

地区、またグループ内においても、新型 

コロナウイルス感染症問題の影響で、行 

事や事業の変更があり、大変なご苦労があったかと思い

ます。その中で第４グループを牽引いただき、ありがと

うございます。 

そして５月１７日の IM（インターシティミーティング）、

６月３日のガバナー公式訪問と、宜しくお願いします。 

 

本日は、会報・広報委員会主幹による卓話です。 

関根委員長がご担当いただけるとの事で楽しみにして

おりました。 

内容は、各会員皆様のこのコロナ禍においての経営対

策等を、フォーラム形式で行うとの事です。 

業種は違いますが、様々な対策を参考に、ピンチをチ

ャンスに変え、このコロナ過を乗り越えたいと考えま

す！ 

皆様、宜しくお願いします。 
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会長挨拶      第 58代会長 出山知宏 

①4 月 12 日に行われた理事会について 

ご報告致します。 

審議事項は 8 議案あり、 

 第 1 号議案【出山年度 4 月第 3 例会プロ 

グラム変更】の件 

 第 2 号議案【出山年度 4 月第 3 例会(本日) 

例会について】 

 第 3 号議案【出山年度 5 月第 1・第 2 例会プログラム変更】 

の件 

 第 4 号議案【出山年度 6 月第 1 例会プログラム変更】の件 

第 5 号議案【出山年度 6 月第 2 例会プログラム変更】の件 

第 6 号議案【2021-22 年度 岩槻 RC 組織図（案）】の件 

第 7 号議案【岩槻 RC 細則第 5 条 会合改定（案）】の件 

 第 8 号議案【クラブ事務所 クラブ関係資料並びに会計資 

料の保管】の件        

 すべて【可決】されました事、ご報告いたします。 

 

②地区より「ロータリー活動後の会食におけるコロナ発症に 

ついて」、「例会時における新型コロナウイルス感染症対策 

ガイドライン」が届いております。 

 同じく、地区より中里ガバナーの緊急入院に伴う後任につ 

いて（ご連絡）が届いております。 

 

③蓮田 RC より、蓮田ロータリークラブ創立 50 周年記念チャ 

リティーゴルフ大会の御礼が届いております。 

また、昨夜、蓮田ロータリークラブ舟山幹事よりメールで、 

ロータリーカップサッカー大会で優勝されたチームからの 

 お手紙を頂きましたので、後程ご覧ください。次頁参照 

 

④岩槻高校より、青少年交換派遣候補生の大堀さんよりお礼 

が届いておりますので、こちらもご覧ください。次頁参照 

 

⑤人形のまち岩槻まつり実行委員会より、【2021 人形のまち 

岩槻まつり開催中止について】連絡がきております。 

以上                                                     

 

     

 

                               

以  上 

  

 

幹事報告            幹事 鈴木真樹 

出山年度 第２０回 通算２７４１例会     令和３年４月１５日 

お客様紹介        

第４グループガバナー補佐 

小暮
こ ぐ れ

昭弘
あきひろ

様（大宮北東） 

 

本年度のＩＭは、懇親会を除き例年同様 

の内容となっておりますが、多くの会員 

様にはＺＯＯＭでのご参加をお願い致し 

ます。会場でのご参加を楽しみにしてくださっていた皆様

には大変申し訳ありませんが何卒ご参加をよろしくお願

い申し上げます。 
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幹事報告④ 

ロータリー杯サッカー大会優勝チームＦ

ＣVELSAメンバーからのお手紙。 

 

幹事報告④ 

青少年交換派遣候補生の大堀寧音さん（岩槻高校インターアクトクラブ元部長）からの御礼メール。 

 

 
蓮田・岩槻ロータリークラブの皆様 

 

先日は、ロータリーカップサッカー大会を

開さいしていただき、ありがとうございま

した。 

前日が大雨で試合ができるか心配でした

が、無事に大会ができてよかったです。 

朝早くから会場をじゅんびしていただい

たり、お昼には、おいしい焼きそばを作っ

ていただいたおかげでとても楽しい１日

になりました。 

ずっとコロナで大会や練習が少なくなっ

ていたので、このような大きな大会に参加

できて、しかも優勝できたので本当にうれ

しかったです。 

最優秀選手賞をいただいて、もっとサッカ

ーがうまくなりたいと思いました。 

これからもがんばります。 

 

ＦＣVELSA佐藤希春 

 

ご無沙汰しております。大堀寧音です。 

今回、青少年交換委員会の方から正式に青少年交換の中止の連絡をいただきました。大変、残念 

で悔しい気持ちでいっぱいです。しかし、コロナ禍という大変な状況の中、派遣候補生の為に 

ご尽力頂いたスポンサークラブ様や、ロータリー関係者の方々には大変感謝しております。 

 

そして増岡さん。私が高校 1年時に挑戦した青少年交換プログラムの試験に不合格をいただいた 

時から 2 年次の試験に向けて前向きにスポンサークラブの検討をしていただき、沢山の例会にも参加させていただ

きました。私が合格できたのは、増岡さんのお陰です。派遣候補生としての期間、同期や ROTEX の先輩方に沢山刺

激され貴重な経験になったことは確かです。留学はできませんでしたが、決して無駄な時間ではありませんでした。

また、インターアクト部での活動や韓国研修でもたくさんの場面で貴重な経験をさせていただきました。私も会長

としての役割を果たせていないことに後悔はありますが、ロータリアンの方々と関わる中で、学んだことは沢山あ

りました。このような素敵な経験をさせてくださり本当にありがとうございました。ロータリーやインターアクト

の活動があったからこそ充実した高校生活だったと思っています。 

 

直接挨拶できなく申し訳ありませんが、増岡さんや岩槻ロータリークラブの方々には、本当に感謝しています。私

はまだまだ不十分ですので、将来ロータリーの皆様と活動できるように日々精進して参りたいと思います。大変お

世話になりました。ありがとうございました。 

大堀 寧音 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
委員会報告        

次年度副幹事 小林 篤 

明日、４月 16日(金)は地区研修・協議会 

があります。出席要請者の各部門委員長・ 

委員長・副委員長の方は宜しくお願い致し 

ます。 

◆次回の例会◆ 令和３年５月１３日（木） 地区研修協議会報告   点鐘：12：30 会場：ふな又 

 

卓話                                            会報・広報委員会       

会報・広報委員会として、2つの報告があります。 

1つ目は我が岩槻ロータリークラブの記事が「ロータリー

の友 4月号」P26に掲載されました。 

内容は、我が岩槻ＲＣが姉妹締結している桃園経国ＲＣが

グローバル補助金を使い医療巡回車を寄贈しました。その

事業に岩槻ＲＣも参加しお手伝いをしました。 

2つ目は「当クラブ会長が自ら安全な例会運営を考え、

例会場を抗菌対策！」と言う話です。 

 当クラブの定例会場になっている「料亭ふな又」を「キ

ノシールド」と言う、特殊かつ高性能な抗ウイルス・抗菌・

防臭剤を使い、出山会長主導の元、鈴木幹事・小林篤会員

が無料散布を行いました。 

このプロジェクトにより、室内をあらかじめ抗ウイルス対

策することにより、ウイルスが一定量を超えて大量に増殖

する事を防ぎ、人体への影響を小さくすることができま

す。 

新型コロナウイルスにより、例会開催もままならない状況

ですが、負けずにクラブ会員一丸となって通常例会とオン

ライン例会を合わせたハイブリッド型の例会運営を行っ

ております。 

「キノシールド」とは？  

株式会社イーズ（http://www.ease-clean.co.jp） 

 

本日の例会では、コロナ禍の現状中で皆さんはどの様に

事業継続し、活動をしているのか、また、広報活動をどの

様に行っているのか、それを岩槻ＲＣの広報活動に取り入

れる事は出来ないだろうか？と言う事を皆さんに聞きた

いと思います。 

皆さまは昨今どの様な活動を行っているのですか？ 

（以下役敬称略） 

 

・田中芳明会員/(有)石忠 

「私は石材を扱う仕事をしているのですが、墓石加工販売

が主力事業でした。 

しかしコロナ禍の中で販売減少に伴い、石材を加工する技 

 

「 コロナ過における事業と広報活動について 」 

会報・広報委員会 委員長 関根信行 
 

 

術を強みとし、他に転用する事業を始めました。又、広

報活動はそんなに変えずにお客様の口コミのみで信頼と

実績で事業を継続している。」 

 

・三浦宣之会員/(有)鮒又 

「私は鰻などの高級食材を扱っている料亭を経営してい

るのですが、去年の緊急事態宣言の時にクーポン付きの

チラシを岩槻の中でも最速で配布致しました。 

特別定額給付金の支給後から需要が伸び、高級な食材を

求める方が増え、出前（デリバリー）や店舗販売（テイ

クアウト）の事業が伸びました。 

しかし、主力である通常の宴会事業は打撃を受けてい

るのが現状です。法事もやる方は徐々に増えて来てはい

るのですが、まだまだコロナ前には戻らず、補助金・協

力金を得ながら、現状は余り派手な宣伝活動をせずに堪

えて事業を行っている。」 

 

・田畑寛樹会員/(株)タバタコーポレーション 

「私は水道業が主な事業ですが、数年前より色んな職種

の職人さんを巻き込んで、建築業のワンストップ・サー

ビスの提供事業を始めました。 

ＳＮＳと言うテクノロジーを使い、少しでも知って頂こ

うと広報活動している。知名度は少し向上し露出も受注

も増えたとも思うが、まだまだ忍耐が必要と思っていま

す。他の事業者の倒産の話も聞きますが、前向きに諦め

ずに動いてピンチをチャンスに変える様に頑張ってい

る。」 

 

・小林佑次会員/三倭(ミツワ)観光(株) 

「私は岩槻の工業団地で観光・送迎バス（バスサービス）

を主に事業を行っています。 

昨年 2 月後半から観光事業は激減しているが、通勤バ

ス・スクールバス事業が支えていると感じております。 

会社の存続を考え、国の雇用調整助成金を早々に申請し、

活用し現在に至っている。 

 

http://www.ease-clean.co.jp/
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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 

ビジター 
第４Ｇガバナー補佐 小暮昭弘 様（大宮北東） 

「岩槻ＲＣの皆様、ご無沙汰しており申し訳ございません。

今年度も残り２カ月半ですが宜しくお願い致します。」 
メンバー（50音順） 
小林 篤 小暮ガバナー補佐ようこそ。 

小林佑次 よろしくお願いします。 

鈴木真樹 小暮ガバナー補佐、ようこそ岩槻へ。本日の会報・ 

広報卓話、楽しみにしております。 

関根信行 小暮ガバナー補佐ようこそ。 

田中芳明 小暮ガバナー補佐ようこそ。 

田畑寛樹 小暮ガバナー補佐、岩槻ロータリークラブへよう

こそお越し下さいました。皆様、本日もよろしくお

願い申し上げます。 

出山知宏 小暮ガバナー補佐、ようこそお越し下さいました。 

中村 正 小暮ガバナー補佐、ようこそ！関根さん、卓話よ 

ろしく！ 

増岡昌行 小暮ガバナー補佐ようこそ。 

三浦宣之 関根委員長、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 🌼 

スマイル報告 

本日のスマイル合計 23,000 円 

年間累計額 470,000 円 

 

出 席 報 告 
会員数 出席数 免除者 ＭＵ 出席率 

30 11 0 9 66.67％ 

 

ロータリーの友 4月号 26ページ掲載           また、組織の体制強化を行い、皆が望む会社作りを推進

し、横に広い組織体制を整えました。 

コロナの対策は厳重に行い、リピーターに「みつわ通信」

と言う広報紙を配布し、応援してもらっている事を実感し

ております。 

以前は岩槻工業団地内において工場見学会を行ってい

たが、コロナ禍で通常に見学会が行われることが難しく、

他事業社紹介をネットで配信してみました。 

今、弊社の事業のＰＲは難しいが、販売促進にはＳＮSが

必要と考えています。 

本来の事業ではないが手を上げる事によって、安価にＰＲ

動画を作る事が出来ました。 

それにより社員の意識も高くなり、知名度向上に繋がった

と感じています。 

自社の事業を守るのも大事だが、勇気を持って他業種の手

伝いをしたことは良かったと思いました。」 

 

・増岡昌行会員/(株)エムクラフト 

「私は自動車板金塗装修理工場を経営しております。 

コロナ禍により、通勤に車を使う方が増えたと思いますが

事故率は 20％減りました。 

業績は昨年の 4月まで好調でしたが 5月から減少傾向にあ

ります。 

事業の中で 8割がディーラーの下請け、（東京 3・埼玉 3・

群馬 1）7拠点の修理依頼を主に頂いておりますが、東京・

埼玉の修理依頼は激減しているのが現状です。 

とにかくスピーディーな対応を心掛けております。 

残りの 2割はインターネットですが、浸透するまで時間が

掛かると思いつつもインターネットによる集客の強化を

行ってきた結果、一般のお客様からの問い合わせが徐々に

増えてきたと感じています。 

コロナ禍に於いて、今なにか手を打ってもしょうがないと

いう部分もありますが、何かやらないとダメになってしま

うと思うので、売り上げは落ちているが前向きに頑張って

います。」 

 

・関根信行会員/(有)愛翔葬祭 

「私は葬祭業を営んでおりますが、コロナ禍に於いて葬儀

の縮小化が進み経営を切迫しております。今、事業再構築

補助金に挑戦しております。これが通れば世の中にまだ浸

透していない葬儀の新しい形・文化・未来を創造出来ると

信じております。 

又今年は、色々な補助金があるので上手く活用し、活躍

出来る様に皆様の事業の継続・成功を祈っております。」 

 
「腕を組んで下を向いていても、良い発想は生まれない。

つらい時こそ上を向いていると、良い発想が浮かぶ。」

と、出山会長がよく仰っています。 

皆さんで実践してみましょう！！ 

 


