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例 会 日 毎週火曜日 １２：３０～１：３０           会   長 佐 々 岡  修 

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 中 村 隆 雄 

Ｔ Ｅ Ｌ ０４８－９７１－５３２０ 

Ｆ Ａ Ｘ ０４８－９７１－５３７０         会報委員長  田 中 のり子 

創   立 平成２年５月２２日  

                                     

第 １２４４ 回 例 会 会 報 

 

・例会月日 平成 28年 7月 5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  「君が代」「奉仕の理想」 

・司会者名 仲 文成ＳＡＡ    ・ロータリーの目的・四つのテスト 

・発行月日 平成 28年 7月 12日（火）        高橋 護職業奉仕委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

佐々岡会長・中村幹事で 

新年度がスタート 

 

佐々岡 修会長 

.               皆さん、こんにちは。新

年度を迎えて最初の例会で

す。前年度小池会長・坪井 

幹事、たいへんお疲れ様で 

した。引き継ぎまして佐々 

岡・中村年度となりますが、 

どうぞよろしくお願い致し

ます。 

入会して 5 年、一昨年度 

は菊地会長の下で幹事を務めながらロータリーを学び、ま

た昨年は会長エレクトとして PETS に参加しました。ま

だまだ未熟ですが、周りの方にご指導いただきながら会長

を務めたいと思っています。 

2016－17 年度ジョン F．ジャーム RI 会長は「人類に奉

仕するロータリー」を RIテーマとして発表され、また 2770

地区浅水尚伸ガバナーは、「楽しいロータリークラブを作

り上げよう」という地区運営方針を掲げられました。そし

て私は、「笑顔でひとつの平和な世界を!!Smile makes one 

peaceful world!! 」を今年度のスローガンとしました。笑顔

は健康の証であり家庭円満をもたらします。笑顔で活気あ

る企業は成長し、笑顔のあるところに民族紛争や戦争は起

こらないでしょう。笑顔は RI 会長の言われる〝誰もがで

きる無償の奉仕〟であり、浅水ガバナーの言われる〝楽し 

 

いロータリークラブ〟を作り上げる礎です。このように笑 

顔の恩恵は無限です。私たちロータリアンの笑顔で私たち

自身はもとより、社会、国家、地球、人類がひとつの平和

な世界を創り上げられるよう願って掲げました。 

当クラブは今年で 27 年目を迎えました。前年度小池会

長の下、ロータリー歴の浅い会員とベテラン諸先輩会員と

の融合により新たな活気と魅力あるクラブになりました

ので、その流れをくみながら「越谷中ロータリークラブに

是非入会したい」と言われるようなクラブにしたいと思い

ます。私自身ロータリー歴が浅く右も左もわかりませんが、

皆様のお力添えをいただきながらクラブを盛り上げ、一年

間笑顔で精一杯務めさせていただきますのでご指導、ご鞭

撻のほどよろしくお願い致します。 

 

中村隆雄幹事 

１．越谷南 RC からお祝い電報を頂戴しています。 

２．地区より「ガバナー月信 13 号年次報告書作成データ」

が送られています。 

３．IM 実行委員会より「実行委員会開催の案内」がきて

います。 

日  時：8 月 24 日（水）pm6：00～ 

場  所：ホテルサンオーク 

４．RI 日本事務局より、

財団室 NEWS がき

ています。 

５．越谷市長を表敬訪問

しましたことを報告

します。（7／1・ガバ 

ナー補佐、ガバナー

補佐幹事、5 クラブの

会長・幹事で訪問） 

６．地区より「2015－16 年度 RYLA 研修セミナーの報告

書」がきていますのでご覧ください。 

７．第１回理事会の報告 

・新会員入会承認の件（柳田康貴氏の入会承認） 

・地区補助金事業の件（菊地貴光委員長から説明） 

・2016 年規定審議会の件（規定審議会資料配布） 

・入会手続諸費用の件（1万円とすることで承認） 

・年間主要行事について案内 

 

次月・次週インフォメーション 

7／12小林操第8Ｇガバナー補佐来訪 

／19 クラブ協議会 

／26 通常例会 

 



■出席報告   小池和義クラブ奉仕・出席・会場委員長                                       

会員数 出免除 出席数 欠席数 ＭＵ 出席率 

20 名 4 名 12 名 7 名 4 名 100％ 

 

 

■広報部門             田中のり子部門長 

広報・会員増強維持部門合同セミナー（7／2 コミュニテ

ィセンター・ポルティコホール）が開催されましたので報

告をします。会員増強と退会防止の方法と重要性、若い会

員や女性会員を増やすことの必要性等、地区各クラブから

活発な意見が出ました。 

■クラブ奉仕・出席・会場委員会    小池和義委員長  

楽しいクラブ作り、ひいては増強につながるような充実し

た例会にするため、皆さんに情報が取れるような卓話者を

呼びたいという目標を持っています。聞きたい話や卓話者

として呼びたい方等ご希望がありましたらお寄せくださ

い。 

■スマイル報告        山﨑晶弘社会奉仕委員長 

・新年度、皆様よろしくお願いします。   佐々岡 修 

・新年度、よろしくお願いします。熱中症に注意しご自 

 愛ください。               中村隆雄 

・新年度になりました。よろしくお願いします。   坪井 明 

・先日の夜間例会及び婦人部様にはたいへんお世話にな 

りました。本日もよろしくお願い致します。田中のり子 

・佐々岡会長、中村幹事、一年間頑張ってください。微力

ながら協力致します。           高橋 護 

・昨年度はたいへんお世話になりました。新年度、佐々 

岡会長、中村幹事、よろしくお願い致します。おめでと

うございます。              小池和義 

・今日から新年度ですね。佐々岡会長、中村幹事、一年間 

 よろしくお願い致します。         菊地貴光 

・佐々岡会長、中村幹事、良い船出ができますよう心より 

 歓迎致します。              武藤正雄 

・佐々岡・中村年度、おめでとうございます。ご指導よろ

しくお願い申し上げます。         仲 文成 

・新年度、おめでとうございます。      近藤 功 

・新年度おめでとうございます。本日もよろしく。   山下良雄 

・今日からが実のスタート、佐々岡＆中村年度ガンバレ！ 

山﨑晶弘 

小計 12,500 円 

クラブ協議会    ＜今年度の活動方針＞ 

■社会奉仕委員会           山﨑晶弘委員長 

変わる世の中、変わらぬ信念でこれまで同様ロータリアン

シップに基づき、地域に根差した社会奉仕を実施すること

を基本方針とする。具体的な計画として市民まつり参加

（レンジャーショー担当）、ゴミゼロ運動（5 月実施）に

加え、都度毎に社会奉仕活動に協力していく。 

■会計監査              武藤正雄委員長 

各委員会への配分は適正か、予算に基づく適正な支出が行

われているか、収入・支出の帳簿記載処理が適正に行われ

ているか監査する。今年度は会費が大幅に上がったので、

計画に沿った活発な活動をしていただければと思う。会計

については、その都度見せていただくようにする。 

■会員増強維持部門          山下良雄部門長 

昨年の増強活動を踏襲して第一例会後に勧誘活動を行い 

たいと考えている。皆さんには情報の提供をお願いしたい。

（増強目標 5 名） 

■管理運営部門           菊地貴光部門長 

ロータリー活動の本質である「親睦と奉仕」を再認識しな

がら楽しいクラブを作り上げ、世界への奉仕を行っていく。

具体的には、ロータリーの基礎的な知識をもう一度勉強す

るために『友』をしっかり読んで知識を身につけていくよ

うにする。また、例会プログラムを充実させながらクラブ

の活性化を図っていきたいと考えている。 

■クラブ奉仕・出席・会場委員会    小池和義委員長 

会員増強とクラブ活性化を図るためにも、出席することで

何かが得られるような例会内容にしたいと思っている。外

部卓話を行うことによってオブザーバーにも出席してい

ただけるようなプログラム作りをしていきたい。 

■親睦委員会            坪井 明委員長 

人が集う場では親睦が基本であることを学んだ。ロータリ

ーを学び、ロータリー精神に近づきながら楽しい集まりを

数多く提供していけるよう努めたいと思っている。 

■広報部門長           田中のり子部門長 

初めての応報部門、勉強しな 

がら活動を進めていきたい。 

■奉仕プロジェクト部門 

      山下良雄部門長 

職業奉仕・社会奉仕・国際奉 

仕の各委員会が計画に沿った 

活動を展開しながらクラブの活性化が図れるよう、各委員

長と協力して活動していく。 

■職業奉仕委員会          高橋 護委員長 

会員すべてが職業奉仕について理解し、実践できるように

することを基本方針として活動を進めていく。具体的には

職業奉仕に関する情報を発信し、また会員事業所の訪問例

会を実施する予定。 

■ロータリー財団・米山記念奨学部門  菊地貴光部門長 

基本的には皆様から寄付金を集めることが当部門の仕事。

今年度はロータリー財団の地区補助金（申請済）を使った

事業を行うが、補助金の元は 3 年前に会員が財団へ寄付し

たもの。寄付金が地区補助金として各クラブへ戻されるこ

とを理解していただき、ロータリー財団・米山（日本独自 

のプログラム）に関する情報を伝えながら寄付目標額（1 

人 200 ドルとポリオ・プラス 50 ドル）に向けて毎月 3,000 

円の寄付をお願いしていく。（『友』7 月号から関係記事を

紹介した） 

■会 計               仲 文成委員長 

クラブの円滑な運営のため、会費の速やかな納入をお願い

していきたいと考えている。 

■ＳＡＡ               仲 文成委員長 

明るい例会場の雰囲気作りを心掛けながら円滑な例会の

進行に努める。意見、希望があれば寄せていただきたい。 

■お願い               佐々岡 修会長 

当クラブは少人数のため、全会員で各委員会をフォローし 

ながら活動を進めていくようになると思う。皆さんには引

き続きご協力をお願いしたいと思う。 

 


