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第 １２８３ 回 例 会 会 報 

 

・例会月日 平成 29年 5月 9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 山﨑晶弘社会奉仕委員長   ・ロータリーの目的・四つのテスト 

・発行月日 平成 29年 5月 16日（火）        高橋 護職業奉仕委員長 

 

 

佐々岡 修会長 

  皆さん、こんにちは。ゴ 

 ールデンウィークはいか 

 がお過ごしでしたか。休み 

 明けですが、本日もよろし 

 くお願い致します。 

  今月は「青少年奉仕月 

間」です。若い人々の育成

を支援するすべてのロー

タリー活動に焦点を当て、 

この月間中はクラブのニュースレターやその他の広報資

料に「各ロータリアンは青少年の模範」のスローガンを利

用するよう奨励されています。 

青少年への支援として高校生の留学支援、大学生以上の

留学支援、インターアクト（高校生のロータリークラブ）

およびローターアクト（30 歳以下のメンバー構成のロー

タリークラブ）の活動支援、そして日本で学ぶ来日留学生

への資金支援（米山奨学金制度）を行っています。 

当クラブに青少年奉仕委員会はありませんが、ロータリ

ー財団および米山奨学会へ寄付をすることで協力をして

いきたいと思っております。 

 

 

地区より 

１．「インターアクト・ロ 

ーターアクト合同奉 

仕活動の参加礼状」が 

配信されています。 

２．「地区役員、会長、幹 

事名簿訂正のお願い」 

がきています。 

３．「地区研修・協議会の 

出席礼状」が届いています。 

４．「ロータリー財団 100 周年に関するアンケート回答の 

お願い」がきています。（19 日締切） 

５．財団ニュースが送付されています。 

６．「部門セミナー登録料振込のお願い」がきています。 

（7／5 締切） 

７．「次年度 RI 会長テーマ、会長賞、RI テーマロゴおよ 

 

  び大貫次年度ガバナープロフィールと顔写真」が届い  

  ています。（次年度用） 

７．「福島被災地視察・学習ツアーの案内」がきています。 

  日  時：6 月 10 日（土）am6：50 集合 

  集合場所：大宮ソニックシティビル前バスターミナル 

  内  容：いわき市防災交流センター館視察と 

                 語り部による講演 

８．越谷 RC および越谷北 RC より 5・6 月の例会プログ 

  ラムが届いています。 

 

５月の誕生・結婚祝い    おめでとうございます 

 

天草大陸会員（ 8 日誕生） 

       （18 日結婚） 

古賀正則会員（23 日誕生） 

菊地貴光会員（19 日結婚） 

 

菊地貴光会員： 

19 日は入籍をした日です。 

2 年前の 6 月 28 日に結婚パーティーで皆さんに祝福して

いただきました。 

 

 

■越谷市民まつりについて 

大野 弘次年度社会奉仕委員長 

すでに 2 回目の委員会が開

催されました。レンジャーシ

ョーの予算書や備品申請書

類等の作成、イベント会社と

のやり取りについて前任者

に教えていただきながら進

めてまいります。ご協力のほ 

どよろしくお願い致します。 

■ロータリー財団委員会        菊地貴光委員長 

「友」5 月号に財団寄付に関する記事が掲載されています。

寄付金の流れ他わかり易く書かれていますので是非ご覧

ください。寄付控除などもありますのでこの機会に理解を

深めていただき、引き続き財団と米山への寄付をよろしく

お願い致します。 

次月・次週インフォメーション 

5／16 通常例会 

  ／23 通常例会 

／30 休会（地区研修・協議会より振替）

 

 

中村隆雄幹事 



■会員の近況報告 

山﨑晶弘会員 

 急な指名ですが、このゴールデンウィークに風光明美な 

観光地として知られる八幡平（岩手）へ行って来ましたの 

で、その話をしたいと思います。岩手は家内の出身地、結 

婚して私にも田舎らしい田舎ができたわけですが、初めて 

岩手へ行った時はとてつもなく時間がかかり、遥か遠く地 

の果てへ来たような気がしました。今から 30 年近く前の 

こと、当時は地方から東京へ移ってきた第一世代の方が現 

役だった時代です。その際、高速道路で 400 ㌔の渋滞に 

はまってしまいました。岩手県の南にある一関から栃木県 

の鹿沼までの長い長い渋滞、子供はむずかって泣き、遅々 

として進まない状況に私もイライラ状態、これではいつま 

で経っても着かないと思い仙台を通り過ぎたところで一 

般道に出ましたが、街中まで来てまた渋滞。自宅を 8 時に 

出て磐木インターに着いたのが夜中の 2 時、くたくたにな 

りながらの大変な旅でした。今回は水戸インターまで県道 

を迂回、昔とは道路状況が変わったこともあるのでしょう 

が快適な旅でした。 

近藤 功名誉会員 

 何かを読んで自分なりに解釈することはできますが、自 

分で書いたり読んだりすることが難しく、まだ言葉もうま 

く出てきません。今もリハビリ中です。 

小池和義会員 

 高校 3 年生の息子が学校でボクシング部を立ち上げ、今 

回千葉県の大会に出ました。あと一試合勝てば千葉代表 

になれるところで負けてしまいましたが、今回の敗戦原 

因を探り気持ちを切り替えて 6 月の大会に向けトレーニ 

ングを積んでいるところです。皆さんに良い報告が出来れ 

ばと思っています。 

 

■スマイル報告  小池和義クラブ奉仕・会場・出席委員長 

・GW はいかがでしたか。本日も理事会までよろしくお 

 願い致します。             佐々岡 修 

・ゴールデンウィークはいかが過ごされましたか。本日 

 例会、理事会よろしくお願い致します。   中村隆雄 

・ゴールデンウィークはいかがなさいましたか。今週も 

 よろしく。                近藤 功 

・近藤先生、お久しぶりです。雨が少ないので畑作で困 

 っております。              武藤正雄 

・なんかお久し振りのような…。       山﨑晶弘 

・すっかり暖かくなりました。本日もよろしく。 山下良雄 

・今週もよろしくお願いします。       仲 文成 

・今日もよろしくお願い致します。     菊地貴光 

・遅くなりましてすみません。今日もよろしくお願い致 

 します。                 坪井 明 

・本日もよろしくお願いします。      山川純也 

・本日もよろしくお願いします。      高橋 護 

・本日もよろしくお願い致します。     小池和義  

小計 12,000 円 

■出席報告    小池和義クラブ奉仕・会場・出席委員長 

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% 

第 10 回理事会協議・報告事項 

１．越谷東 RC30 周年記念式典について 

  日  時：5 月 20 日（土）pm5：30 開式 

  場  所：ホテルグランドアーク半蔵門 宴会場 

  ※ホテルにて pm5：00 集合 

２．台北百城クラブ第 12 周年記念大会出席について 

  日  時：5 月 26 日（金）・27 日（土）・28 日（日） 

 ※出席者リスト送信済み（6 名出席） 

 ※記念品（2 つ折りの時計）をオクトンヘ発注済み 

 ※各メンバーへの手産品を用意（ゴルフマーカー） 

 ※27 日の市内観光を先方へ依頼済み 

 ※会費（1 人 1 万円）はクラブで負担する 

３．家族例会（新橋演舞場観劇会）について 

 日時・場所：6 月 18 日（日） pm12：00 新橋演舞場前集合 

４．ゴミゼロ参加について ※ベスト、帽子着用 

  日時・場所：5 月 28 日(日) am8：00 大袋駅東口駅前 

参加者：山﨑会員、菊地会員、坪井会員、高橋会員 

山川会員、武藤会員、佐々岡会員 

５．6 月の例会スケジュール 

 ・ 6 日（火） 通常例会 

  13 日（火） 休 会 18 日（日）家族例会へ振替 

  20 日（火） クラブ協議会（一年の総括） 

  27 日（火） 最終例会（記念撮影） 

 ※婦人部の慰労会（日程調整中） 

６．2017－18 年度ロータリー財団地区補助金事業申請書

を提出 

７．越谷北 RC・長谷川会長エレクトより、「草加花火大 

  会で花火を見ながら家族や友人や知人を誘って合同 

  例会をしませんか」というお誘いをいただきました。 

  （各人が模擬店で好きな物を買って食べる。） 

 ※詳細確認のうえ再度協議をする。 

８．2017－18 年度国際食文化交流会について 

＜開催するかどうかも含めて意見を出し合った＞ 

 ・長く続けてきた事業、継続するのも良いが衛生面の 

ことを考えると大変な部分も多い。別の形で文教生と

できる事業を模索しても良いのではないか。 

・良い事業なので次年度も開催してはどうか。 

 ・十数年間続けてきた事業だが、この辺りで一旦終了 

しても良いかもしれない。 

 ・実施するまでには結構大変なところがある。継続し 

て開催するにしても、もう少しやり方を考える必要が 

あると思う。 

 ・とりあえず一年休んで他の事業を考えてみてはどうか。 

 ・開催するのであれば実行委員会を立ち上げ、時間を 

  かけて内容を整える必要がある。（開催時期、費用他） 

９．新入会員会費について（案） 

  2017年 7月 1日～2018年 6月 30日入会の新会員は、 

  入会から 2 年間（下記ロータリー年度）に限り入会

金 10,000 円、会費 12,500 円／月（150,000 円／年）

とする。 

  2017-18 年度 2017.7.1～2018.6.30 

  2018-19 年度 2018.7.1～2019.6.30 

 ※（案）が承認された。 


