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例 会 日 毎週火曜日 １２：３０～１：３０           会   長 高 橋   護 

例 会 場 山下工務店 大袋 GL2階 

事 務 局 〒３４３-００３４ 越谷市大竹６８６－３   幹   事 菊 地  貴 光 

Ｔ Ｅ Ｌ ０４８－９７１－５３２０ 

Ｆ Ａ Ｘ ０４８－９７１－５３７０         会報委員長  宮 坂  真 志  

創   立 平成２年５月２２日 

                                 

第 １３３９ 回 例 会 会 報 

 

・例会月日 平成 30年 7月 24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 8月 7日（火） 

・来訪者名 第２７７０地区ガバナーエレクト 小林操様（越谷北ＲＣ） 

      同地区幹事予定者 宮崎敏博様（越谷北ＲＣ） 

      第８グループガバナー補佐 大熊進様（越谷南ＲＣ） 

      同ガバナー補佐幹事 水町俊介様（越谷南ＲＣ） 

 

会長挨拶 高橋護会長 

 ここのところずっと暑い日が続いていますが、皆さま体

調はいかがでしょうか？熱中症

にはかかっていないでしょう

か？ 

 私は先週、熱中症にかかりま

した。三連休あたりから暑さで

ちょっと体が怠く、体調がおか

しいところはあったのですが、

ひどい症状が出たのは先週の木

曜でした。この日、仕事で夕方

から船橋に行っていました。そ

こでの仕事が終り、武蔵野線で南越谷駅まで帰ってきたと

ころ、体の怠さが増していました。南越谷駅から自宅まで

歩いて１２分～１３分なので、いつもなら歩いて帰るので

すが、この時はさすがにバスで帰りました。ようやく家に

着いた途端、あまりの怠さにリビングですぐに横になりま

した。この時、リビングが涼しくないと感じたので、妻や

娘に「この部屋クーラー入ってる？」と聞いたら、「入って

るよ。涼しいじゃん。」と言われハッとしました。もしかし

て熱中症にかかってるかも、と。まさか自分が、という思

いです。自分の腕を触っても熱いのがわかりました。今思

えば、仕事で船橋に行く時に電車に乗った時に、冷房が効

いていなくて暑い、と思っていました。体温を測ってみる

と３８．５℃。スポーツドリンクを飲んで冷房の効いてい

る部屋で暫く横になっていれば熱も下がるだろうと、その

時は思っていました。しかし、その後こまめに熱を測って

も、下がるどころか逆に上がっていきました。ついには３

９度越え。これはさすがにマズいと思い、冷却シートをお

でこや脇などに貼り、もっと温度を下げた冷房の部屋に移

動し横になっていました。すると、やはり少しずつ体調も

良くなり、少しご飯も食べられるようになりました。 

 結局、かなり冷房の効いた部屋に移動して横になり睡眠

したことにより、翌朝のには３７℃を下回るまでに体温が

下がりました。しかし、依然だるさがあったので、その日

の金曜は午前中ゆっくりとしました。昼頃には体調も良く

なり、また午後には外せない仕事の用事があったため、仕

事をしていましたが、これが良くありませんでした。夕方

には、また体が怠くなり家に帰って熱を測ったところ３

８℃後半まで熱が上がっていました。この日も帰って早く

に冷房の効いた部屋で横になり休みました。翌朝には熱が

下がり体調がある程度回復しました。このような事を繰り

返し、ようやく回復してきた感じです。 

 ここで皆さまにお話しいたいことがあります。冷房の効

いている部屋に入ってきたにもかかわらず涼しさを感じな

かったら、それはもう熱中症です、たぶん。しかも症状が

かなり進んでいると思います。 

 いつまで暑さが続くかわかりませんが、くれぐれも熱中

症には気をつけて涼しくなるのを待ちましょう。 

 

  

幹事報告 菊地貴光幹事 

１．越谷北ロータリークラブより『第

１０階越谷ジュニア甲子園大

会のご案内』が来ています。 

２．地区より『「西日本豪雨災害義捐

金」のお願い』が来てい 

ます。会員一人につき１０００

円以上をお願いします、 

とのことですので、クラブから

振り込みます。 

３．地区より、部門セミナー出席に

あたりノーネクタイ（ク 

ールビズ）でご対応願いますと連絡が来ています。また、 

ガバナー公式訪問も同様の対応をお願いします、とのこ。

とです。 

４. 地区より『ロータリー・リーダーシップ研究会（ＲＬ

Ｉ）パートⅠ』のご案内が来ています。 

５．訃報が来ています。越谷北ＲＣ佐藤要会員の御尊父であ 

る佐藤要三様が逝去されました。 

 

委員会報告 

■地区補助金事業について   小池和義社会奉仕委員長 

 下記の要項で地区補助金事業を実施しますので、スケジュ

ール調整をお願いします。 

次月・次週インフォメーション 

7/31 通常例会 

    理事会 

８/７ ガバナー公式訪問 



 日 時  平成３０年９月１７日（祝） 

      １４時３０分～１５時３０分 

 場 所  児童館コスモス 

 内 容  親子向けコンサート 

■セミナー出席の報告    坪井明米山記念奨学委員長 

お客さまのご挨拶 
■第２７７０地区ガバナーエレクト 小林操様 

  本来であれば、前年度の６月末

に年度のお礼に伺わなかればなら

なかったところ、遅くなり申し訳ご

ざいません。 

  ２０１９－２０２年度の準備

が今年９月頃より始まると思いま

す。グループのため、地区のため、

ロータリーのために一生懸命に頑

張りたいと思います。 

■第２７７０地区 地区幹事予定者 宮崎敏博様 

   今年は地区副幹事を務めさせてもらっています。第８

グループの５クラブは元気が

良いと評判です。次年度は小林

ガバナーが何をしようとして

いるのかを確認しながら、第８

グループ全員で頑張っていき

たいと思います。また、越谷中

クラブからも次年度は地区に

出向をお願いします。 

■第８グループガバナー補佐 大熊進様 

  ガバナー補佐も年度が始まり７月

になると、ロータリーの行事に参加す

る機会が増えまして、セミナーもすべ

てに参加しています。健康に気を受け

ていきたいと思います。 

８月７日に越谷中クラブではガバナ

ー公式訪問があります。精一杯、ガバ

ナーの補佐役を務めたいと思います。 

■第８グループガバナー補佐幹事  

水町俊介様 

 大熊ガバナー補佐をサポートしなが

ら一年間頑張っていきますので、よろし

くお願い申し上げます。 

 

 

 

 

クラブ協議会 ＜ガバナー公式訪問に向けて＞ 
 日にち 平成３０年８月７日（火） 

 場 所 こでまり  

 時 間 １５時００分～１６時００分 例会 

     １６時１０分～１７時５０分 クラブ協議会 

     １８時００分～１９時３０分 懇親会 

 他   ・ガバナーへの手土産は、会長幹事で準備する。 

 大熊ガバナー補佐より 

     ・全てにおいて時間厳守でお願いします。 

     ・ガバナーへの質問は懇親会でもできます。 

     ・例会場は懇親会も含めて禁煙にしてください。 

・服装としてはクールビズでタスキを着用してく 

ださい。 

 

 

 

 

      

■スマイル報告 小池和義会員増強維持部門長 

昨年はお世話になりました。本日も宜しくお願いします。

次年度副幹事大野さん宜しくお願いします。  

第２７７０地区ガバナーエレクト 小林操様 

久しぶりに貴クラブ例会場におじゃま致します。高橋会長、

始め宜しくお願い致します。 

第２７７０地区 地区幹事予定者 宮崎敏博様 

越谷中ＲＣ会長・幹事さん始め、会員の皆様には大変お世

話になります。今後共よろしくお願い致します。  

第８グループガバナー補佐 大熊進様 

 本日はお世話になります。 

      第８グループガバナー補佐幹事 水町俊介様 

 大熊ガバナー補佐、水町ガバナー補佐幹事、小林ガバナ

ーエレクト、宮崎次年度地区幹事、ようこそお越しくださ

いました。本日もよろしくお願いいたします。  高橋護 

 大熊ガバナー補佐様 水町ガバナー補佐幹事様 小林ガ

バナーエレクト様 宮崎次年度地区幹事様 本日はありが

とうございます。              菊地貴光 

 ご無沙汰しまして。なかなか出席できずすいません。 

宮坂真志 

毎日あついですね。お客様ようこそ。    武藤正雄 

大熊Ｇ補佐、小林Ｇエレクト、水町Ｇ補佐幹事、宮崎次

年度地区幹事ようこそ！本日もよろしくお願い致します。 

                小池和義 

お客さま、暑い中、ありがとうございます。本日よろし

くお願い致します。           秋元志津子 

お客様 小林Ｇエレクト 宮崎次年度幹事 大熊Ｇ補

佐、補佐幹事様 暑い中ようこそお越し下さいました。今

日も宜しくお願いします。           坪井明 

お客様ようこそ中クラブへ。暑い中例会よろしくお願い

いたします。                中村隆雄 

小林様、大熊様、宮崎様、水町様 ようこそいらっしゃ

いました(^O^)／              山﨑晶弘 

お客様 あつい中ありがとうございます。本日もよろし

くおねがいいたします。           山下良雄 

ガバナーエレクト、ガバナー補佐 お客様 暑い中あり

がとうございます。ご指導宜しくお願いします。 仲文成 

 

 

■出席報告 小池和義会員増強維持部門長 

 

 

会員数 出免除 出席数 欠席数 MU 出席率 

２０名 ４名 １２名 名 １名 ８１．２５％ 


