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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 １２５０ 回 例 会 会 報 

 

・例会月日 平成 28年 8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 仲 文成ＳＡＡ       ・発行月日  平成 28年 8月 30日（火） 

・来訪者名 大野祐肇様（越谷東 RC）    小林賢弘様（越谷東 RC） 

       出口 昇様（越谷青年会議所） 橋本哲寿様（越谷青年会議所） 

 

佐々岡 修会長 

.               皆さん、こんにちは。本日

は大勢のお客様にお越しい

ただいておりますので、私の

挨拶はできるだけ短く済ま

せたいと思います。 

                           今月は会員増強月間にな

りますが、次週の例会で入会

式を行い新しい会員を迎え 

ることになっております。家族の皆さんや会員候補者も交 

えて賑やかな例会にしたいと思いますので、お誘い合わせ 

のうえ出席いただきますようお願い致します。お客様には 

後ほどご挨拶をよろしくお願い致します。 

 

 

１．RI 日本事務局より、以前使用していた「握手をして 

  いるイメージ画像」は著作権の関係で使用不可になっ 

  たとの連絡がきてます。 

２．ロータリーの友委員会より「『友』8 月号お勧め記事 

  の案内」がきていますので皆さんもご一読ください。 

３．地区より「地区補助金使用計画承認の案内」がきてい 

ます。申請のあった全てのクラブが承認されたとのこ 

とです。 

４．ロータリー財団より「ロータリー財団 100 周年記念 

  シンポジウム開催の案内」がきています。 

５．地区より「ペットボトルキャップ回収依頼書」がきて 

  います。 

６．「ロータリー財団設立 100 年地区大会ポリオ撲滅チャ

リティーゴルフコンペの再募集案内」がきています。 

７．地区幹事より「PETS 及び地区研修協議会の諸報告事

項届文書励行の書式変更案内」がきています。 

８．地区補助金運営委員会より「地区補助金振込の案内」 

  があり、8／19 に振込予定とのことです。 

９．地区より「ロータリー財団 100 周年記念横断幕・パネ 

  ル貸出の案内」がきています。 

10．第 8G ガバナー補佐より「会員名簿最終チェックの依 

  頼」がきています。 

11．越谷東 RC、越谷南 RCより例会プログラムがきてい 

  ます。 

 

 

■地区大会実行委員会          高橋 護委員 

地区大会実行委員会の報告をします。当クラブは広報とし

て当日の写真撮影を担当することになりますので、日を改

めて担当者を選出したいと思います。 

■社会奉仕委員会           山﨑晶弘委員長 

越谷市民まつり交通安全パレード（参加・不参加、希望参

加コース）について意思表示をする必要があります。 

※協議のうえ参加（Cコース）することになった。 

■親睦委員会             坪井 明委員長 

家族親睦旅行（10 月・バス旅行）の詳細案内 

日  時：10 月 8 日（土） am8：30 新越谷発 

場  所：ひたち海浜公園 

＜ランチ（大ネタ寿司食べ放題）、梨食べ放題、コキア・

コスモスの咲く海浜公園、かねふくめんたいパーク＞ 

費  用：会員およびゲスト 10,000 円、夫人 8,000 円 

子供 5,000 円 

申込締切：9 月 6 日（火）※多数の参加をお願いします。 

 

大野祐肇様（越谷東 RC） 

              皆様、こんにちは。越谷東 

             RC 今年度会長を務めてお 

             ります大野と幹事の小林で 

             す。どうぞよろしくお願い 

             致します。貴重な例会の時 

             間をいただき、ありがとう 

             ございます。アットホーム 

             な例会に参加できることを 

楽しみに、本日 3 回目の訪問をさせていただきました。1  

回目は 6 年前に幹事としてギャザホールへ、2 回目はガバ 

ナー補佐幹事として 3 年前にこちらの例会場へ伺いまし 

た。越谷東 RCは越谷 RCをスポンサークラブとして 1987 

年に越谷で 4 番目、地区内では 50 番目に誕生したクラブ 

ですが、お陰様をもちまして来年 5 月で 30 周年を迎えま 

す。これもひとえにスポンサークラブはじめ第 8 グルー 

プの皆様方のお陰と感謝しております。 

 今年は財団 100 周年、クラブ創立 30 周年、クラブの社 

会奉仕事業として毎年行っている高校野球大会は 15周年、 

私ごとですが入会 10周年と、それぞれの節目を迎えます。 

 

次月・次週インフォメーション 

 8／30 夜間例会（入会式） 

   9／  ６  通常例会（卓話） 

   ／13  通常例会（卓話） 

 

中村隆雄幹事 



■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 10 名  2 名 80％ 

 

この 10 年間でいろいろな人と巡り合えたことが大きな財

産だと思っております。今後とも良いお付き合いをしなが

ら互いのクラブが発展するよう頑張りましょう。 

 

小林賢弘様（越谷東 RC） 

              こんにちは。越谷東 RC で 

今年度幹事を務めておりま 

す小林と申します。幹事とし

て初めて他クラブの例会に

お邪魔したのが越谷クラブ 

さんでした。大勢の会員の中 

で緊張してしまい、どんな挨

拶をしたのか全く覚えておりません。中クラブさんの圧迫

感のないアットホームな雰囲気は最高です。佐々岡会長と

中村幹事には会長幹事会で良くしていただき感謝してお

ります。会長、幹事の訪問をお待ちすると共に、年が明け

ましたら合同例会を企画しますのでよろしくお願い致し

ます。 

出口 昇様（越谷青年会議所） 

             皆さん、こんにちは。一般 

社団法人越谷青年会議所で

副理事長を仰せつかってお

ります出口昇と申します。日

頃は越谷青年会議所の活動

にご理解とご協力をいただ 

き、また本日は貴重な例会の 

時間をいただきまして感謝申し上げます。本日は第 42 回

越谷市民まつり実行委員会の副実行委員長として伺いま

した。10／23 市民まつり開催に向けて本部としての準備

を進めながら、活動資金準備のため協賛金のお願いに回っ

ているところです。ここ数年はこれまで積み立てた余剰金

を取り崩す状況が続いており、このままでは数年後の開催

が危ぶまれるのではといった課題を抱えております。実行

委員会としては、こういった状況を少しでも変えていきた

いということで広告収入を上げ、経費を削減するなどして

予算を組んでおります。協賛金が一番の頼りとなっており、

お気持ちで構いませんのでご協力をいただきますようお

願い致します。皆様のご協力のもと市民の皆さんが楽しみ、

ふるさと越谷を感じられるような市民まつりにしたいと

思っております。本日はありがとございました。 

 

橋本哲寿様（越谷青年会議所） 

 皆様、こんにちは。本日は

貴重な例会の時間に温かく迎

えていただきまして誠にあり

がとうございます。この時間

をお借りしてお礼とお願いを

させていただきます。5／14

に 1 回目の例会を開催し、そ

の案内をさせていただきましたところ 230 名ほどの来場

者を迎え成功裏に終えられたことに感謝致します。また、

今年度は障害者福祉の向上と共に地域興しをていこうと 

越谷市民まつり第 13 事業室として米粉を使ったスイーツ 

コンテストを企画しており 

ます。レンジャーショー終 

了後に実施することになっ 

ておりますので、来場者に 

その旨を告知していただけ 

ればたいへんありがたいと 

思っています。どうぞよろ 

しくお願いします。 

 

高橋 護会員 

皆さん、こんにちは。お配 

りした資料にありますように、 

入会して今年で 3 年目になり 

ます。板橋区で生まれました 

が、すぐに越谷へ転居しまし 

たので幼稚園から中学までは 

地元の学校へ、高校は電車通 

学に憧れて千葉県柏市まで通学していました。その後は

法政大学第二法学部（夜間）へ進学し、もともと好きだ

った映画サークルへ所属して安い映画を年間 150～200

本くらい観たように記憶しています。卒業後、仕事をし

ながら受験勉強をして司法書士の資格を取りました。試

験合格後、5 年間（2004～2009 年）は松戸にある事業所

に勤務して実務を覚え、2010 年に開業して現在に至って

います。当時は大袋地区に司法書士事務所がなかったた

め大袋駅近くで開業しましたが、今は近隣の顧客も多く

ここに事業場を設けて良かったと思っています。 

家族の話を少ししますと、家内がピアノをやっている関

係でパンフレットにあるように年に数回コンサートを開

催しています。普段はお互いに忙しく家族でのんびり過ご

すことは少ないのですが、仕事と並行して家族との時間を

大切にしたいと思っています。最後になりますが、中クラ

ブはアットホームで例会に来易いクラブですので会員増

強に協力しながら活動していきたいと思います。 

■スマイル報告  小池和義クラブ奉仕・出席・会場委員長  

・本日はよろしくお願い致します。     大野祐肇様 

小林賢弘様 

・お客様、ようこそいらっしゃいました。私の挨拶は短く、お客  

様の挨拶は長く、楽しく、美しく、よろしくお願いします。市民

まつり成功のため出口様、橋本様、よろしくお願いします。 

佐々岡 修 

・大野会長、小林幹事、出口副理事長、橋本様、ようこそ。  

本日の例会、よろしくお願い致します。   中村隆雄 

・お客様、ようこそ。天気もあまり荒れず良かったですね。 

武藤正雄 

・JC の皆さん、今日はご苦労様です。成功を祈ります。 

 台風、大変でしたね。皆さん大丈夫でしたか。仲 文成 

・お客様、ようこそ。本日もよろしくお願いします。  山川純也 

・お客様、本日は暑い中ありがとうございます。  菊地貴光 

坪井 明、小池和義、高橋 護、山﨑晶弘  計 17,000 円 

 

 

越谷市民まつり実行委員会へ

協賛金が贈呈されました。 


