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第 １３３７ 回 例 会 会 報 

 

・例会月日 平成 30年 7月 10日（火） ・点鐘時間  12時 30分 

・例会場名 山下工務店 大袋 GL2階  ・斉唱ＲＣソング  「奉仕の理想」 

・司会者名 秋元志津子出席・会場委員長 ・発行月日 平成 30年 7月 24日（火） 

 

 

会長挨拶       高橋護会長 

 先週末より西日本を中心

とした豪雨により、大きな

被害が出ています。昨日、

『平成３０年７月豪雨』と

命名されたそうです。亡く

なられた方々にはご冥福を

お祈りするとともに、被害

にあわれた方々には心より

お見舞い申し上げます。 

 ここ数年、特に災害が多

く感じます。記憶に新しい

ところでは今年の６月には

大阪で最大震度６弱を記録する地震、昨年の２０１７年７

月には福岡県、大分県を中心とした大雨、２０１６年４月

には熊本で大きな地震がありました。２０１５年は、茨城

県、栃木県で記録的な大雨、２０１４年９月に御嶽山噴火、

同じ年８月には広島で土砂災害がありました。いずれも大

きな被害が出ており、自然災害の恐ろしさを感じさせられ

ました。 

 地震の多い日本では「日本のどこで大きい地震が起きて

も不思議ではない」と言われ続けていますが、今は「日本

のどこで自然災害が起きても不思議ではない」と言っても

いいかもしれません。普段から災害に対する備えが必要で

あることを改めて認識させられます。 

 ここ数年の災害で、特に印象に残っているのが２０１５

年茨城栃木の大雨です。町に水が流れ出し大きな被害が出

ました。これまで雨と言うと台風の影響という印象があり

ました。しかし、この時は台風ではありませんでした。原

因は、日本海を北東に進む台風から変わった温帯低気圧に

太平洋上から湿った暖かい空気が流れ込み、日本の東の海

上から日本列島に接近していた台風１７号から吹き込む湿

った風とぶつかったことで南北に連なる雨雲が継続して発

生したこと、と言われています。この連なる雨雲が線状降

水帯です。私はこの時に初めて線状降水帯と言う言葉を聞

きました。 

 なぜ、この大雨が印象に残っているかと言うと、私が子

どものころ、毎年のように台風による洪水を経験していて、

その頃のことを思い出すからです。私の実家は土地が低く、

台風が来ると道路に水が溢れることが頻繁にあり、数日間

学校に行けないこともありました。一度、家が床上浸水に

なり一週間近く家の二階で過ごしたこともありました。こ

の時、外出もできないため、自治会の役員の人たちが、道

路に水が出ている中ゴムボートでおにぎりなどのお弁当を

配ってくれたことも思い出します。今でも大きな台風が来

たり、大雨が続くと実家が心配になります。 

 今回のような豪雨が身近に起こらないとは限りません。

むしろ起こると思って普段から準備をしておくことが必要

だと改めて思いました。 

 

 

お客さまの紹介 
■おおたけ保育園        園長 関根英子様 

 昨年度は、蜜柑の木とテント

トを寄付していただきありが

とうございました。今後もよ

ろしくお願いいたします。越

谷中ロータリークラブの益々

のご発展を祈念いたします。 

  

 

 

 

 

幹事報告           山川純也幹事代理 

１．会報を担当されていた石川様より会 

報作業退任のご挨拶のＦＡＸ

が届いています。 

２．第８グループ各クラブより例

会プログラムの案内のＦ

ＡＸが来ています。 

３．地区より、「自分発見高校生

感動体験プログラム（就労

体験活動 5days）」へのがご

協力依頼が来ています。  

４．ガバナー公式訪問のタイムス

ケジュール案を作成しました。

この案を基に担当地区副幹事等と

スケジュールを決めていきます。 

次月・次週インフォメーション 

7/17 内部卓話 菊地幹事 

7/24 大熊ガバナー補佐来訪 



委員会報告 
■８月納涼例会について     小池和義親睦副委員長 

 ８月２８日（火）１８時から、北越谷タワーマンション２

８階ラウンジで納涼例会を予定しています。 

■管理運営部門セミナー      坪井明会長エレクト 

 ７月７日に行われた管理運営部門セ

ミナーに参加してきました。午前中

はクラブ研修リーダーセミナー、

午後は管理運営部門セミナーが

ありました。クラブ研修リーダ

ーは、先頭に立ってクラブ会員

にロータリーに対する理解を深

めてもらい、奉仕活動を実践し

てその喜びを分かち合いロー

タリーの楽しさを感じてもらう

ようにしなければならないとい

う話しでした。 

  

クラブ協議会 
＜各部門・各委員会活動方針発表＞ 

■高橋護 会長 

 ロータリークラブに入会してから学んだ多くの事を活か

しつつ会長職に務めたいと思います。経験が浅い中で会長

職を務めさせていただきますので、皆さまのご指導よろし

くお願いいたします。 

■菊地貴光 幹事 

 『BE THE INSPIRATION』の実践がクラブの活性化に

繋がると思うので、この理念を基にクラブ運営に尽力しま

す。 

■山﨑晶弘 ＳＡＡ 

 服装から例会中の携帯電話のマナーまで、例会の進行に

気を配っていきたいと思います。また、クラブ歴の長い会

員として、若い会員にロータリアンとしての姿勢を申し伝

えしていきます。 

■大野弘 会計 

 会費納入のお願いをするとともに、クラブ資金が適正に

運用できるように努めます。 

■武藤正雄 会計監査 

 会費がきちんと納められているか、各部門・各委員会で

正確に使われているかを確認していきます。 

■山下良雄 会員増強・退会防止委員長 

 皆様から多くの入会推薦者をお願いして、会員増強に努

めたいと思います。 

■仲文成 管理運営部門長 

 プログラム委員会、出席会場委員会、親睦委員会を特に

重要視し、卓話者を厳選して例会プログラムを充実してい

きたいと思います。また、５年未満の会員を中心にオリエ

ンテーションを実施していきます。 

■中村隆雄 クラブ奉仕・プログラム委員長 

 年度計画書のとおりプログラムを実施し、例会・理事会

を充実させていきます。 

■秋元志津子 出席・会場委員長 

 出席義務を再確認し、出席率向上を図ります。ロータリ

ー歴が浅いので、勉強しながら委員長を務めたいと思いま

す。 

■小池和義 親睦副委員長 

 クラブ活性化のために、親睦事業を実施していきたいと

思います。 

■大野弘 奉仕プロジェクト部門長 

 職業奉仕委員会、社会奉仕委員会、国際奉仕委員会をま

とめていきます。 

■坪井明 職業奉仕副委員長 

 職業道徳向上のために知識や情報を提供し、会員の職業

倫理向上に寄与したいと思います。 

■小池和義 社会奉仕委員長 

 市民まつりを会員協力のもと成功に持っていきたいと思

います。また、例会中に追加でスマイルを払いたくなるよ

うな充実した例会や事業を実施したいと思います。 

■小池和義 国際奉仕副委員長 

 食文化交流会を準備からさらに入念に行い、皆の協力を

得て、例年以上に充実した事業になるように目指します。

また、今年度は台北百城クラブに訪問する年なので、早め

にスケジュールを決めて多くの会員が行けるようにしたと

思います。 

■秋元志津子 ロータリー財団委員長 

 ロータリー財団がどのような活動をしているのかなどを

学ぶことで、ロータリー財団の意義を再認識するとともに、

寄付を呼びかけ、寄付の増進を図ります。 

■坪井明 米山記念奨学委員長 

 米山奨学事業の意義を深く理解し、会員に寄付の協力を

依頼します。 

 

 

スマイル報告 小池和義社会奉仕委員長 

 

■本日もよろしくお願いします。        高橋護 

■先週は欠席しまして失礼いたしました。改めて一年間よ

ろしくお願い致します。           菊地貴光 

■おそくなってすみません。一応、出席あつかいとして下

さればありがたいです。           浅田修司 

■本日もよろしくお願い致します。関根園長いつも大変お

世話になっております。           小池和義 

■関根園長様いつもお世話になりありがとうございます。

暑い中ご苦労さまです。ご自愛下さい。今後共宜しくお願

い申し上げます。               仲文成 

■今日はことさら暑いですねぇ        山﨑晶弘 

■おおたけ保育園長 関根英子様本日よろしくお願い致し

ます。毎日熱い日が続いております。熱中症に気を付けま

しょう！                 秋元志津子 

■①関根園長様ようこそ。いつもありがとうございます。 

②この場をお借りしまして、皆様 暑中お見舞申し上げま

す。今日も宜しくお願いします。        坪井明 

■暑くて死にそうです。            大野弘 

■大竹保育園々長関根様 ようこそいらっしゃいました。

本日例会よろしくお願いします。       中村隆雄 

■毎日あつい日続きます           武藤正雄 

■西日本３０年７月豪雨にあわれた心より、お見舞申し上

げます。本日もよろしく。          山下良雄 

■関根英子様よりもいただきました 

 

 

会員

数 
出免除 出席数 欠席数 MU 出席率 

19 名 6 名 12 名 8 名 0 名 92.3％ 


