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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 １２４５ 回 例 会 会 報 

 

・例会月日 平成 28年 7月 12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 仲 文成ＳＡＡ    ・発行月日 平成 28年 7月 19日（火） 

・来訪者名 小林 操第 8Gガバナー補佐（越谷北 RC） 

      中澤伸浩ガバナー補佐幹事（越谷北 RC） 

 

佐々岡 修会長 

.               本日は表敬訪問、ありが

とうございます。小林ガバ

ナー補佐の挨拶原稿を拝見

しますと、ポリオ撲滅につ

いて触れておられますが、

天然痘に続いてポリオ撲滅

もあと少しというところま

できています。また、ロー

タリークラブ・セントラル 

の活用を呼びかけられていますが、皆さんはこの言葉をご 

存じでしょうか。私も説明を聞きながら使ってみましたが、 

世界の地域の皆さんとネットワークを通じて繋がること 

ができますので、是非トライしてみてください。 

今年度ジョン F．ジャーム RI 会長のテーマは「人類に

奉仕するロータリー」、2770 地区浅水尚伸ガバナーは、地

区運営方針を「楽しいロータリークラブを作り上げよう」

とされました。私は「笑顔でひとつの平和な世界を!!Smile 

makes one peaceful world!! 」をスローガンとして掲げ、一

年間を笑顔で活動していきたいと思っています。今月は部

門セミナーがいくつか予定されていますので、出席してそ

れぞれの委員会活動について学び、それをクラブの活動に

活かしていただきますようお願い致します。 

本日は私の職業に触れてお話をさせていただきます。事

業場（整骨院）では骨折、脱臼、捻挫、挫傷の診療にあた

りますが、ケガをした際に病院等の医療機関で診断を受け

るまでに行うべき処置（RICE の法則）というものがあり

ます。R は安静、I は冷却、C は圧迫、E は挙上（持ち上

げておく）の頭文字からとったものですが、医学的な根拠

から傷害を負った際に出来る限り患部の炎症や出血を抑

えるための方法で、医療機関にかかるまでにこの法則に則

った措置をとることが推奨されています。捻挫でしたら初

期の処置としてこういった対応をしておくとよろしいと

思います。ただし、損傷度がひどい場合にはきちんと治療

を受ける必要があります。 

 

中村隆雄幹事 

１．2015－16 年度ロータリーの友委員会より最終報告がきて 

  います。『友』への投稿が呼びかけられています。 

 

２．地区より財団ニュース 7 月号が届きました。 

３．地区より「ドルレート変更の 

お知らせ」がきています。 

４．地区より「フィリピン視察の 

案内」がきています。 

〈フィリピン国際奉仕 PJ 視察ツアー〉 

日時：9 月 4 日(日)～9 日(水) 

５．セミナー開催の案内 

・ロータリー財団部門セミナー（16 日・春日部文化会館） 

６．東武よみうり新聞に 5 クラブの暑中見舞いを掲載し 

ていますのでご覧ください。 

 

 

■クラブ奉仕・出席・会場委員会    小池和義委員長 

・卓話実施のスケジュールをお伝えします。 

7／26（火）山川会員による卓話 

8／ 9（火）村上様による卓話 

・ハローティーパーティー様より 

冊子を送付いただいております。      

当例会場に置いておきますので 

ご覧ください。 

■親睦委員会             坪井 明委員長 

9 月 18 日（日）に家族同伴親睦旅行を予定しています。 

皆様のご希望をうかがいながら、

なるべく早い時期にご案内したい

と考えていますのでよろしくお願

い致します。 

 

 

小林 操第 8G ガバナー補佐 

              皆さん、こんにちは。2016 

             －17年度浅水尚伸ガバナー、

第 8グループガバナー補佐を

務めます小林と補佐幹事の

中澤さんです。どうぞよろし 

             くお願い致します。各クラブ

協議会やガバナー公式訪問、

ＩＭ、地区大会等この一年は 

皆様の傍で活動させていただくことになります。 

次月・次週インフォメーション 

7／19 クラブ協議会 

／26 通常例会（卓話） 

8／  2 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 

19 名 4 名 12 名  2 名 93.3％ 

 

中クラブさんがギャザホールから移られて伺うのは今

日が初めてです。近藤先生、武藤さんとは北クラブからの

お付き合い、また中クラブさんとは親子の関係でもありま

すのでご支援いただけますとたいへん心強いです。少し自

己紹介をしますと、越谷北ロータリークラブへ入会して数

年後の 2004 年に会長を務め、昨年度までの十数年間は地

区の財団部門委員会でお世話になりましたので財団には

ずいぶん詳しくなりました。皆様もご存じのようにロータ

リー財団は今年度 100 周年を迎えます。ロータリー財団

の大きな目的は人道的プログラムで、中でもポリオ撲滅は

最も重要なこととして取り組んできました。残る 2 カ国の

うちパキスタンでは患者数が一桁になり、アフガニスタン

も二桁ながら順調に減っている状況で、2018 年のゼロを

目標に皆さんに寄付のお願いをしています。中クラブさん

も地区補助金を利用していただいていると思いますが、き

ちんと整えて申請していただければどこのクラブも受け

られますし、グローバル補助金も重点項目などを整えて申

請すれば大きな補助金が出ますので、財団を理解し補助金

を利用して人道的プログラムを実施していただければと

思います。 

 話を戻しますと私の職業は税理士、自宅は香取神社です。

父が神主をしていたので私も大きくなったら父の後を継

ぐのかなぁと思っていましたが、小児マヒで柏手を打つこ

とが出来ないため別の道へ進みました。神社の方は学生時

代に知り合った家内が宮司を務め、二男が禰宜をしていま

す。私がポリオに罹ったのは小学 1 年生のとき、2 年生か

ら 6 年生までは養護学校、中学・高校は普通の学校でした

ので我慢することも多く、母に励まされながらの学校生活

でした。しかし、劣等感を感じているのは自分だけで周り

の人は自分の手が不自由なことを何とも思っていなかも

しれないと思うようになり、楽しい大学時代を過ごしまし

た。家内と知り合ったのもこの頃で、この人なら神主を務

めてくれると思いました。ポリオのことをロータリークラ

ブで話すことはありませんでしたが、会長を務めたときに

市民祭りでポリオへの理解と協力を呼びかけたことがあ

り、それから隠さず話をするようになりました。私たちが

行っているポリオ撲滅は大きな意義のある活動であり、最

後まで責任を持ってやるのがロータリーだと思っていま

す。一年間、ガバナー補佐として出来ることを一生懸命や

っていきたいと思っていますし、ポリオ撲滅にも力を注い

でいきますのでよろしくお願い致します。 

 

中澤伸浩ガバナー補佐幹事 

             小林操ガバナー補佐の補佐

幹事を務めることになりまし

た中澤伸浩と申します。弁護士

をしておりますが、平成 20 年

に勤務していた事務所から独

立するときに開所パーティー 

            の席で浅水ガバナーを通して 

入会しました。まだ 8 年ですのでガバナー補佐が務まるか 

どうかわかりませんが、基本に忠実にそして中クラブさん 

とも連絡・調整を密にしながらこの年度を盛り上げていき 

たいと思いますので、どうぞよろしくお願い致します。 

 私は行田市の出身で、親族で足袋の製造卸の会社を営ん

でいた父のもとに生まれました。地元にある県立熊谷高校

から早稲田大学・政治経済学部へ進学し、卒業後は一般企

業へ就職しましたがクリエーターの方々と知り合う中、も

っと自分の好きなことをやってもいいのではないかと考

えるようになって退社。そんなときイスラエルから日本語

の勉強に来ていた留学生の女性と知り合い、彼女が故郷に

戻るときに同行してイスラ

エルを旅行しながら異国の

文化に触れました。滞在中

に日本の自衛隊がイスラエ

ルへ来ることになり、困っ

たときにサポートが出来る

人材を探しているのでやっ

てみないかと声がかかり、2 年間お世話になった後に帰国。

その時私は 30 歳、それから司法試験を目指して勉強し幸

いにも試験に受かり弁護士として仕事をしています。ちょ

うど時間になりましたので、話の続きは次回とさせていた

だきます。 

■スマイル報告        山﨑晶弘社会奉仕委員長 

・佐々岡会長・中村幹事年度、おめでとうございます。 

小林操様、中澤伸浩様 

・小林操ガバナー補佐、中澤伸浩ガバナー補佐幹事、よう

こそいらっしゃいました。ロータリー観、女性観、思う

存分話してください。          佐々岡 修 

・年度初めガバナー補佐表敬訪問、ガバナー補佐・小林操

様、補佐幹事・中澤伸浩様、お忙しい中ありがとうござ

います。本日例会、よろしくお願い致します。 中村隆雄 

・暑うございます。ガバナー補佐、補佐幹事、よろしくお

願いします。               仲 文成 

・ガバナー補佐とお客様、ようこそ。よろしくご指導お願

いします。                武藤正雄 

・ガバナー補佐、補佐幹事、ようこそ。本日もよろしくお

願いします。               高橋 護 

・小林ガバナー補佐、中澤ガバナー補佐幹事、ようこそお

越しくださいました。山川さん、今年もよろしくお願い

します。皆様、今日もよろしくお願いします。坪井 明 

・ガバナー補佐、補佐幹事、ようこそ。本日もよろしく。 

山下良雄 

・小林ガバナー補佐様、中澤ガバナー補佐幹事様、ようこ

そ。一年間よろしくお願い致します。    菊地貴光 

・こんにちは。小林操様、中澤伸浩様、よろしくお願いし

ます。                  近藤 功 

・本日からよろしくお願い致します。     山川純也 

・山川さん、また一緒に楽しみましょう！本日もよろしく

お願い致します。             小池和義 

・小林ガバナー補佐、中澤ガバナー補佐幹事、ようこそ。 

山﨑晶弘 

小計 14,500 円 

 


