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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 １２８７ 回 例 会 会 報 

 

・例会月日 平成 29年 6月 20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 27日（火） 

・来訪者名 小林 操様（第 8Gガバナー補佐 越谷北 RC） 秋元志津子様（オブザーバー） 

 

佐々岡 修会長 

皆さん、こんにちは。今

年度も残り 2週間となりま

した。一昨日の家族親睦例

会（観劇会・食事会）は笑

いと食の企画で、たいへん

楽しい時間を過ごさせて

いただきました。今回はチ

ケットの手配からご苦労

をおかけし、現場にも足を 

運んでいただくなど坪井委員長はじめ親睦委員会の皆さん

にお骨折りいただきました。改めて感謝申し上げたいと思

います。ありがとうございました。 

今月は親睦月間、奉仕と親睦はロータリーの両輪です。

奉仕活動を通じて仲間を作り、絆を強めていくこと自体が

親睦であるということですので欠席がちの仲間には声を

かけながら出席を促し、共に活動を進めていくことが今後

活動を続けていく上でも大切ではないかと思います。当ク

ラブは会員が少ないため、経験が浅いうちに会長や幹事を

務めることになりますが、この一年は諸先輩のアドバイス

をいただきながら様々な経験を重ね、学ぶことの多い一年

だったと思っています。 

本日お越しいただきました小林様には、一年間たいへん

お世話になりありがとうございました。最終の会長・幹事

会では今年度、次年度の会長と幹事が出席して行われるこ

とになっております。次週は最終例会となりますので、出

席のほどよろしくお願い致します。 

 

高橋 護副幹事 

１．越谷市議会議長・岡野

英美様、同副議長・髙

橋幸一様より議長並び

に副議長就任の挨拶が

きています。また、前 

越谷市議会議長・松島 

孝夫様、同前副議長・ 

服部正一様より退任の 

挨拶がきています。 

２．地区より「第 14 回日韓親善会議の案内」がきていま 

  す。 

  日  時：9 月 23 日（土） 

  場  所：グランド・ハイアット・ソウル 

  登 録 料：16,000 円 

３．地区より「2016－17 年度ガバナー月信 13 号・年次

報告書作成に伴うデータ提出のお願い」がきていま

すので、会長と相談のうえ作成して提出致します 

４．地区より「2017－18 年度各部門セミナーの案内」が 

きています。 

 ・「奉仕プロジェクト三部門合同セミナー」開催の案内  

  日  時：7 月 23 日（日）pm1：00～5：30 

  場  所：大宮 清水園 

 ・「米山記念奨学部門セミナー」開催の案内 

  日  時：7 月 16 日（日）pm1：30～5：00 

  場  所：ラフレさいたま 3 階 櫻の間 

５．理事の皆様には、秋元様入会承認用紙が届いている 

  と思いますが、承認される方は承認欄へサインの上、 

会長・幹事へ提出のほどお願い致します。 

 

 

■越谷市民まつり財政委員会の報告    中村隆雄幹事 

昨日、第 1 回財政委員会が開催されましたので報告致しま 

す。当クラブ担当の第 5 事業室フレンドシップコーナーは

472,000 円の予算となっています。監事は山下会員と越谷

ライオンズクラブ・栗原氏に決定しました。尚、青年会議

所から市民まつりの件で訪問したいとの申し出がありま

すので日程調整をします。7／18（火）に第 2 回財政委員

会開催予定。〈越谷市民まつり開催日：10／8（日）〉 

■親睦委員会             坪井 明委員長 

18 日（日）新橋演舞場において観劇（熱海五郎一座）と

懇親会を行いました。当日欠席の場合は払い戻しができま

せんが一部返金させていただくこととと合わせて、欠席さ

れた方の代わりに元ロータリアンの方に声をかけて参加 

いただいたことを報告します。尚、不足分は親睦会から経

費として支出させていただきます。（収支報告書配布）ま

た、今期会長・幹事、次年度会長・幹事の慰労会と激励会

を今期末もしくは来期早々に行いたいと考えております。 

■報告                佐々岡 修会長 

市民まつりでポリオ撲滅募金箱を設置し、また私の事業場

でも協力を呼びかけたところ少額ながら募金が集まりま

したので報告をさせていただきます。 

次月・次週インフォメーション 

／27 各部門長挨拶 写真撮影 

H29.7／4 新年度 会長・幹事就任式 

／11 クラブ協議会(各委員会活動発表） 



■スマイル報告  小池和義クラブ奉仕・会場・出席委員長 

・一年間、お世話になりました。皆様のご協力のおかげ 

 で無事終了することができます。また、今後ともよろ 

 しくお願いします。           小林 操様 

・来月から正会員としてお世話になりますので、よろし 

くお願い致します。          秋元志津子様 

・こんにちは。小林ガバナー補佐、秋元様、ようこそいら

っしゃいました。観劇家族例会、お疲れ様でした。本日 

 もよろしくお願いします。        佐々岡 修 

・小林 操ガバナー補佐、ようこそ。本年度はたいへん 

お世話になりました。次年度が楽しみです。本日の例会、 

よろしくお願い致します。         中村隆雄 

・ガバナー補佐、ようこそ。暑い夏が近づいてきました 

 ね。                   武藤正雄 

・熱海五郎一座とすしざんまい、親睦の皆さんご苦労様 

 でした。楽しませていただきました。今期もあと 1 回で 

 す。頑張りましょう。小林ガバナー補佐、ようこそ！も 

 う少しですね。              仲 文成 

・ガバナー補佐・小林様、ようこそ。来週最後の例会です 

 が、所用のため欠席します。よろしくお願い致します。 

                      大野 弘 

・ガバナー補佐・小林様、ようこそお越しくださいまし 

た。先日の家族例会はご協力をいただきありがとうござ  

 いました。                坪井 明 

・小林様、ようこそ！本日もよろしくお願いします。  山川純也 

高橋 護、浅田修司、山下良雄、小池和義   小計 17,000 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 11 名  3 名 93.3% 

 

小林 操様(第 8G ガバナー補佐) 

 皆さん、こんにちは。 

一年間、たいへんお世話 

になりありがとうござい 

ました。あっという間に 

過ぎたと感じています。 

人前で話をすることがあ 

まり得意ではないため、 

他所のクラブへ行って話 

をするときは原稿を用意 

するのですが、話し始めると思い付きで話をしてしまうこ 

ともあって何を話しているのかよくわからないと思われ 

た方もいらっしゃるかもしれません。ご容赦ください。ガ 

バナー補佐の一番の仕事は、各クラブの増強状況を把握し 

奨励することです。地区には 73 のクラブあって、中クラ 

ブさんより小さいクラブが 16 クラブあります。最も小さ 

いクラブは 7 名、中クラブさんは決して悲観することはあ 

りません。良い会員さんを増やしてくださることを期待し 

ています。今年度第 8G では北クラブのホストで IM を、 

東クラブさんのホストで IMハイクを開催し、皆さんには 

たいへんお世話になりました。残余金は全て地区を通して 

ポリオへ寄付させていただきました。 

 今月 8 日から 13 日まで、会長と共にアトランタで開催 

された国際大会へ出席してまいりました。10 日のガバナ 

ーナイトは 155 人が参加して浅水ガバナーの慰労と大貫 

エレクトの激励会が行われ、翌 11 日は午前中の開会式に 

出席する予定でスケジュールを組んでいたところ、出発の 

数日前になって午後の開催を知らされたため変更するこ 

とができず、開会式の出席は叶いませんでした。 

 この一年、ガバナー補佐としてたいへんお世話になりま  

したことに改めて御礼申し上げますと共に、2019－20 年 

度にはガバナーを務めることになっていますのでよろし 

くお願い致します。2019－20 年度のガバナーを務めるに 

当たっては自ら手を挙げました。私はクラブ会長を経験し 

た後にお礼奉公で地区の財団を担当し、また、ガバナー選 

出の席に立ち会う機会もありました。ガバナーはなりたく 

てなれるものではなく、また、なった限りは責任を持って 

務めなければなりません。越谷にある 5 つのクラブのうち 

2つのクラブから過去に 2人のガバナーを輩出しています。 

越谷北 RC が昨年 40 周年を迎えたこともあってクラブか 

らガバナーを出そうじゃないか、という声が挙がっていた 

ところ、井原 PG から「小林さん、やってみないか」と声 

をかけていただき、クラブの推薦を得て承認されました。 

クラブではそれに向けて少しずつ動きつつあるところで 

すが、子どもクラブである中クラブさんにもご協力をいた 

だきますようよろしくお願い致します。 

■仕事の話               山下良雄会員 

昨日、うちのお客さんが住むすぐ傍で火事があり、被害を受け 

たという連絡を受けて対応していますが、建築基準法が変わっ 

たこともあって込み入った話になりそうです。 

■裁判の話               浅田修司会員 

先日の劇場で裁判の場面を面白おかしく演じていました 

が、実際とはずいぶん異なります。大きな事件は東京地裁 

で行われ傍聴は自由ですので、一度足を運んでみてもよろ 

しいかもしれません。民事は内容がわかり辛いのですが、 

刑事の場合は全ての事実を検察官が読み上げ被告人質問 

もありますので動機や背景がよくわかります。 

■臨時理事会      議事進行：高橋 護次年度幹事 

・秋元志津子様入会承認の件 

 過半数の承認をもって入会が承認された 

・現会長・幹事の慰労会と次年度会長・幹事の激励会の件 

日  時：7 月 7 日（金）pm6：30～ 

場  所：こでまり（田中会員の事業場） 

家族親睦例会〈観劇と食事会〉 平成 29 年 6 月 18 日（日） 

新橋演舞場（pm12：30 開演）・築地すしざんまい奥の院 

熱海五郎一座公演 『消えた目撃者と悩ましい遺産』 


