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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 １２８５ 回 例 会 会 報 

 

・例会月日 平成 29年 5月 23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 坪井 明親睦委員長  ・発行月日 平成 29年 6月 6日（火） 

・来訪者名 豊田高行様（越谷 RC） 

 

佐々岡 修会長 

青少年奉仕月間に因んで

浅水ガバナーがメッセージを

寄せられていますのでご紹

介致します。 

当地区は青少年奉仕に長

く力を入れてまいりました。そ

の成果である青少年交換学

友・インターアクト・ローターア

クト学友は、ロータリーで学び 

感じたことを胸に様々な分野で活躍されています。彼ら学友を

ロータリーはこれからも大事にし、ロータリーの最も良き理解者と

して連携していくことが必要だと考えています。皆様は、どうす

ればこの連携を続けていけるとお考えですか。是非とも様々な

アイデアを実行に移してください。青少年奉仕部門は正に人を

育てる分野ですが、人を育てることは、すなわち自分を育てるこ

とでもあると思います。若い皆さんと行動を共にしているとき、彼

らから学ぶことが多くあることに気づきます。忘れていた感覚を

呼び起こされることもしばしばです。私たちは長い社会経験の

中で、肩書や役職や職業で人を評価し、自らもその鎧の中に

身を置くことが多くなっています。しかし、私はそのようなものを

離れ、国籍や言語や宗教を超えて、一人の人間として様々な

人々に関わることの大切さを彼らからいつも教えてもらっていま

す。 

 当地区では、インターアクト・ロータアーアクトクラブの活発化、

ロータリークラブからの支援体制の強化を重要な課題としてい

ます。インターアクターがローターアクターになっていくような人

材の流れができていくこと、その前提として両者の交流の機会

が増えることが必要だと考えています。大学単位で作られてい

るローターアクトクラブについては、学外の学生も自由に参加で

きる環境を整えることも必要だと思います。地域に開かれたロー

ターアクトクラブが目指すべき姿だと思います。また、現在の青

少年交換事業の規模、すなわち 20 名前後の学生の受入・送

出を維持していくためには、クラブが単独で学生を預かることが

難しいという現実があります。グループ単位で、あるいは複数の

クラブが共同で行っているという例も増えてきました。人数格差

が広がっている現在の各クラブの状況からすれば、これは避け

られないことです。しかし、それ以上に小さいクラブにとって

青少年交換事業に取り組むことは、クラブ活性化につなが 

る素晴らしい機会だと思います。是非ともクラブで考えて 

積極的に取り組んでみてください。（ガバナー月信より） 

わがクラブでは現在、青少年交換事業を行っておりません

が、小さいクラブでも他クラブと協力して行っているクラブがあ

るようですので、次年度以降の課題の一つにしたいと思いま

す。 

最後になりますが、中村会員が仕事中に怪我をされて入院

中です。幹事不在の間、皆さんと協力して運営していきたいと

思いますのでよろしくお願い致します。 

 

高橋 護副幹事 

１．地区より「RI3000 地  

区インドからのグロ 

ーバル補助金を使用 

した国際奉仕事業の 

提案」がきています。 

２． 地区より「長期交換留 

  学生募集の案内」がき 

ています。 

３．地区より「決議審議会 

クラブ提案の件は 19 日に締め切りました」との連絡

がきています。 

４．越谷東 RC より 5・6 月の例会案内がきています。 

 

豊田高行様（越谷 RC） 

 皆さん、こんにちは。本日

は公開例会のお礼に伺い

ました。中クラブさんでは例

会に振替えてご参会いただ

き、誠にありがとうございまし

た。300 名で募集しておりま

したところ、当日は 317 名の

方にお越しいただきほぼ満

席の状態でした。大盛況に

開催できましたことに心より感謝申し上げます。 

私は現在プログラム委員長を務めておりますが、今年度は

元日航チーフパーサーや星なつみさんを迎えての例会、笠井

氏による講演会（公開例会）や活弁士を招いて例会を行うなど

様々な企画を実行しました。来年は公開例会を予定しており

ませんが、次年度以降に企画することがありましたらお声掛け

をさせていただきます。本日はありがとうございました。 

次月・次週インフォメーション 

6／ 6 通常例会 

／18(日) 家族親睦例会（観劇） 

／20 クラブ協議会（一年の総括） 

 



■地区活動の報告         大野 弘地区副幹事 

地区の活動は最終合同会議（6／22）で総括して次年度へ 

引き継ぐことになります。地区から増強のスポンサーバッ 

ジを預かってきました。 

■地区補助金について     坪井 明次年度地区委員 

各クラブから地区補助金申請書を提出していただきまし 

たが、先週の会議で当クラブの申請が通りましたので取り 

急ぎ報告致します。 

■会員増強委員会より活動の報告    山下良雄委員長 

現在交渉中の方が 3 名おりますので、なんとか新会員とし 

て迎えたいと思っています。 

■連絡                高橋 護副幹事 

・ゴミゼロ運動に参加される方は、am8:00 に大袋駅東口 

 に集合してください。 

・婦人部会（6／3 土 pm1:00）は予定通り正八寿司で行 

います。出欠連絡は佐々岡会長へお願いします。 

 

クラブ協議会        進行：高橋 護次年度幹事 

■中村次年度会長が不在の間、どのように対応するのか。 

・2017－18 年度会長職は、その年度の副会長が代行する。 

・例会場外での出席要請については、副会長もしくは他 

の会員が対応する。（越谷市民まつり実行委員会他） 

・今年度（6 月迄）幹事職は、現副幹事が務める。 

・問題が発生した際には、その都度協議のうえ決定する。 

 

次年度方針について（中村隆雄会長エレクト作成） 

１．理事会開催時間 

 ・毎月第一例会 am11：30～ 

２．卓話 

 ・委員長を中心として各月間の担当委員会が卓話（も 

しくは卓話に代わる行事）を企画する。 

３．夜間例会 

 ・行事のない月は夜間例会を行う。 

 ・夜間例会の企画は親睦委員会に限定せず、持ち回り 

で担当する。 

４．例会運営 

 ・委員会の役割を明確にする。 

会場設営⇒出席会場委員会 

   お弁当の手配⇒会場運営委員会 

   司 会⇒クラブ奉仕委員会 

   記録および写真⇒広報・会報委員会 

   週 報⇒広報・会報委員会 

５．国際食文化交流会 

  例年 1 月末に実施しているが、日程の変更を検討する。 

  （今後、検討して具体的な日程を決める。） 

  意見：11 月・12 月の時期は何かと慌しいため開催は

難しい。また、1 月末以降になると試験や帰郷する学

生も多い。衛生面のことも考えれば、あのタイミング

しかない。調理を伴わないイベントならもう少し日程

の選択肢が広がるのではないか。 

６．地区補助金事業 

  社会奉仕委員会も協力して進めることになる。 

７．次年度予算については本日見送り。（近日中に確定） 

■スマイル報告  小池和義クラブ奉仕・会場・出席委員長 

・過日（4／18）開催致しました越谷 RC の公開例会に多 

 くの皆様でのご参会、ありがとうございました。 

豊田高行様 

・お暑うございます。東 RC30 周年の出席、お疲れ様でし 

た。豊田様、公開例会が盛況でよかったです。本日もよ 

ろしくお願いします。          佐々岡 修 

・豊田様、ようこそお越しくださいました。皆さん、今日 

も暑いですね。熱中症にお気をつけください。中村幹事 

の早いご回復を祈ります。今日もよろしくお願いします。 

坪井 明 

・今日も暑いです。ご自愛ください。豊田さん、ようこそ。 

 先日はすみませんでした。         仲 文成 

・豊田様、ようこそ。台湾、よろしくお願いします。   菊地貴光 

・お客様、ようこそ。本日も暑くなりました。  山下良雄 

・お客様、ようこそ。            大野 弘 

・豊田様、ようこそ。本日もよろしくお願いします。高橋 護 

・本日もよろしく！豊田様、ようこそ！     小池和義 

小計 11,500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 8 名  5 名 86.7% 

■報告                佐々岡 修会長 

当クラブ天草会員より叙勲受章記念祝賀会の礼状が寄せ 

られています。 

 

■台北百城扶輪社第 12 周年記念大会(H29.5.26) 台北にて 

〈訪問日程：H29.5.26・27・28〉 


