
２０２０－２０２１年度  第１号  ２０２０-２０２１年度 国際ロータリーのテーマ 

 

 

 

 

 

例会日 第１・第２火曜日 １２：３０ ～ １３：３０             ◆ 会 長 田中 のり子 

会 場 山下工務店 大袋 GL ２ 階          

第３火曜日 １８：００ ～ １９：００ （夜間移動例会）      ◆  幹 事 菊地 貴光 

事務局 〒343-0034 越谷市大竹６８６－３    

ＴＥＬ ０４８－９７１－５３２０                       ◆ 会報委員長 能勢 則子 

ＦＡＸ ０４８－９７１－５３７０        

創 立 １９９０年５月２２日 

第 １４２０ 回 例 会 会 報 

・例会月日  ２０２０年７月７日（火） ・点鐘時間  １２時３０分 
・例会場   山下工務店 大袋ＧＬ ２階  ・斉   唱   
・司会者     能勢 則子              「君が代」「奉仕の理想」 
・発行年月日 ２０２０年８月４日（火）    ロータリーの目的・四つのテスト 
 
 

【 会長挨拶 】田中 のり子 会長  
こんにちは！ 改めまして   

国際ロータリークラブ 第 2770 地区 
第 8 グループ越谷中ロータリークラブ 
第 31 代会長職を預かります田中のり子でございます。 
第 30 代坪井明会長お疲れ様でございました。 

前会長の その諸々の知識には程遠い私ですが 
後押しは重たいでしょうが ご支援をお願い致します。 

7 月 1 日にはロータリークラブ地区の方々や 
緒先輩方からもおめでとうに併せて 激励の言葉を 
戴きましたがある方から厳しい局面はあるだろうが 
仕事では無いので 肩の力を抜いて望むように！と 
励ましを戴きました。 
又 こちら会場内も 模様替えをしました。 

山下良雄社長様には社員の方同行で 又能勢会員には  
会場清掃等 手伝い戴きありがとございました！ 
本日からそうしておりますが食事は全員揃わずとも  

出席の方から順に召し上がって下さい。 
食事配膳は 11：30 に予定しております  
会長挨拶文としましては年度計画書に掲載しました 

ように 心の扉を開けよう！ 皆様と忌憚なく 
和気藹々の雰囲気に併せ 会員増強のご協力も 
お願い致します。 
私の父親は陸上自衛隊員で剣道 8 段の有段で 

厳しさの中に「実る程 頭を垂れる稲穂かな」の言葉を 
常としておりました。 
私は 子供 2 人と孫たちにも 相手の心の痛みの解る 

人間になるように！と諭しスタッフには「書いた言葉
は消せるけど言った言葉は 消す事が出来ない」と言葉
の重要性を教示しております。  
仕事柄 一部ですが 全国都道府県に伺う仕事に 

携わり 冠婚葬祭部門有識者の称号を 拝しており 
地区のロータリークラブ卓話バンクに登録させて 
戴いております関係上 女性ならではの配慮もして 
共に学びたいと思います。 
 
 
 
 
 

 

世界の大組織 国際ロータリークラブの小枝ですが  
中身は 会員数に負けない 誇りあるクラブに・・  
山﨑ガバナー補佐・小池ガバナー補佐幹事のいる 
中クラブね「さすが！」と言って戴かなくて 
良いのですが 少し 思って戴けるように努力します。  
今日が始まりです 数々の想いは 徐々に時間を掛けて  
お伝えしますので 宜しくお願い致します 以上です。 

 

【 幹事報告 】菊地 貴光 幹事  
  
＊地区より管理運営部門セミナー、 
会員増強部門セミナーの案内が届いてます 

＊地区からオンライン例会の推奨について 
  案内が届いてます。 
＊米山記念奨学会からハイライト米山が届いてます。 
＊埼玉県腎・アイバンク協会から資料が届いてます。 

 
【 挨拶 】山﨑 晶弘 ガバナー補佐 
 
今年度、中クラブからは 19 年振りに 

ガバナー補佐を務めさせて頂く事と 
為りました。これまで、会員が少ない事を 
理由に役割を果たす事が出来ず、 
他クラブの皆にご負担お掛けした事 
改めてお詫びし、務めさせて頂く以上は出来ない理由を
云うのではなく、どうしたら出来るかを 考え 取り組む
所存です。 
生憎のコロナ禍で、3 月下旬から 6 月上旬に掛け殆ど

のクラブが例会を休会する中、ガバナー補佐会議は 
昨年の 6 月からほぼ毎月開かれ、当初今年は日本に 
ロータリークラブが創設されて 100 年目、 
東京でオリンピックが 56 年振りに開催される節目の年
と捉えていましたが、そこにコロナ禍が加わり、 
記録にも記憶にも残る年と為りました。 
捉え様に拠ってはピンチですが私はこれを 

中里ガバナーの云う「新たな機会へのチャレンジでクラ
ブに活力を」 の切っ掛けと捉え、1 年間頑張って参り
ますので、どうぞ宜しくお願い致します。 
 
 
 
 
 

次週インフォメーション 

14 日（火） 

クラブ協議会 

 各委員会活動方針発表 

21 日（火） 

 コロナ感染拡大が 

懸念の為急遽 休会 

28 日（火） 

 細則第 5 条第 2 節により 

休会 



【 挨拶 】小池 和義 ガバナー補佐幹事 
 
今年度、ガバナー補佐幹事を務めさせて             
頂く事となりました。 
山﨑晶弘ガバナー補佐のお力になれる 
よう精一杯頑張りたいと思います。 
皆様ご協力お願いいたします。 
 
 
【各部門長挨拶】 
 
 
 
 
 
 
 
 
大野 弘 副会長 及び 会計    仲 文成 ＳＡＡ 
              及び 戦略企画特別委員長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
浅田 修司 
ロータリー財団 
米山記念奨学部門長 
 
                 例会の一風景 
           
 
【 ７月誕生日 】おめでとうございます！ 
 
  １５日 山下 ヨシ子 会員 
 
 
【スマイル報告】 
 
＊田中年度スタートです  
皆様！宜しくお願いします。・・・田中 のり子 会長 

＊本日から一年間宜しくお願い致します。 
・・・・・・・・・・・・・・・ ・菊地 貴光 幹事 

＊新年度が始まりました。田中会長、菊地幹事 
１年間ご指導お願いします。頑張りましょう！ 
又 山﨑ガバナー補佐 宜しくお願いします。 
・・・・・・・・・・・・・・・・・仲 文成 会員 

＊本日もよろしく。・・・・・・・・・武藤 正雄 会員 
＊田中会長、菊地幹事 本年度宜しくお願いします。 
 新型コロナと熊本県の集中的水害、どこでも 
おこりうる災害です。 

 皆様と共に気を付けましょう・・・ 山下 良雄 会員 
 
＊いよいよ田中会長、菊地幹事新年度 
私もガバナー補佐と.どうぞ１年宜しくお願いします 
・・・・・・・・・・・・・・・・ 山﨑 晶弘 会員 

＊新年度よろしくお願い致します。 
・・・・・・・・・・・・・・・・ 小池 和義 会員 

＊田中会長、菊地幹事 一年間宜しくお願いします。   
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・高橋 護 会員 
 
 
 
 
 

＊新年度になりました今年もよろしくお願いします。 
 田中長、菊地幹事 今年もよろしくお願いします。 
 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 浅田 修司 会員       
＊田のり子年度がはじまりました。 
私も心新たに活動して行きます。・秋元 志津子 会員 

＊今日から又一歩仲良く楽しみましょう 
・・・・・・・・・・・・・・・ 山下 ヨシ子 会員 

＊新年度が始まりました。昨年度とはかなり違い 
今年度は緊張感でいっぱいです・・ 能勢 則子 会員 

 
 
 

【 出席報告 】  スマイル金額   12,000 円 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆◆ 理事会 決議事項 ◆◆ 
 
① ７月、８月例会について 

 
７月１４日は通常例会２１日は「こでまり」にて 
夜間例会 ２８日は第４火曜日ですので細則により 
休会とする。 
８月は４日・１１日を通常例会とし、１８日は 
「こでまり」にて夜間例会 
２９日を家族同伴親睦夜間例会とする。 

 
＊ コロナ感染により予定変更がある場合あり 

  
② 東武よみうり名刺広告について（ 専決処分 ） 

    
   例年通り申込みする 
 
③ 越谷市子ども会育成連絡協議会 

 

     ５０周年記念誌への広告掲載について 

          ↓ 

     ４０周年記念誌同様申込みする 
 
④ 米沢親睦交流会について 

 
    第 2800 地区 

上杉ロータリークラブ 令和３年６月予定  

         ↓ 

    日程、内容、予算とスケジュールについて 
次回 継続とする 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

会員数 
出席

免除 

出席

数 

欠席

数 
MU 出席率 

18 名 1 名 14 名 1 名 2 名 94.1％ 


