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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 １４２２ 回 例 会 会 報 

・例会月日  ２０２０年８月４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１８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  
 

お久しぶりです 

コロナが収束どころか 越谷が異常拡散に 

なっておりますが・・実は 7 月 21 日夜間例会 

急遽 中止にしましたが その状況説明しますと 

越谷市内 及び店舗に於いても、コロナ感染罹患された 

方が多く騒ぎになっていることを鑑み 中クラブは  

大丈夫かも知れないけれど 「かも」の部分を考慮して 

休会の伝達をさせて戴きました、事後報告ですが・・。 

又 8 月・9 月に関しましては 担当より 案内があります

ので宜しくお願い致します。 

又 日本列島 広範囲での水害が発生しておりますが  

皆様のご親戚、知人などは 被災大丈夫でしたか？ 

被災された方々そのご家族に心よりご冥福を・・ 

併せまして お見舞いを申し上げます。 

義援金に関しましても 後程ご案内があります。 

この暗いニュースの中にも、私が防衛省関係に 

携わっておりまして、先日受けた報告の中に微笑む場面

が 2 件ありました。   

その一つは九州球磨川氾濫で孤立した住民の避難搬送で 

自衛隊の方々がヘリコプターで避難要望しましたが 

90 歳過ぎのおばあ様が頑として「乗らない！ここに 

いる！」と言い張りその間他の方々を優先搬送しながら 

説得 2 時間の末やっと ヘリに乗ってくれました。  

その機内でのおばあ様の言葉「ヘリコプターいいね！ 

この年で初めて乗ったわ！」と大喜びにホット感！ 

又 別件では、やはり水害孤立で屋根の上にいた男性を 

救助ヘリで 避難所に搬送されたのですが 着いた時に、

急ぎ入れた貴重品袋が手元に無いことに気付き男性の 

要望に応え 自衛隊員が もうそこではヘリの使用は出来

ないので山林道なき道を片道 4 時間かけて川の濁流の中

2 時間かけて見つけたそうです。 

 

 

テレビ画面では理解できない想像を絶する場面が多々 

ある中での「良かったね！」の 一部のお話でした。 

 

それから 当 クラブの事になりますが  

皆様 会員一人一人が どういう会を望むの？  

ああしたい！ こうしたい！の思う事があるでしょうが 

私がまず 思っておりましたのは 

前年度・今年度もコロナ関連で 止む無く中止になりま

した英語フェスタですが 残念ながら 今年度も中止に

なってしまいましたが 私は 会長の挨拶と 

ロータリーの目的・四つのテストは、英語で することを

予定にしております。 

英語を身近に受け止めよう！の思いは変わりませんで  

皆さん いつも手元にあります英文は、何気なくスルー 

していますよね！ 英文唱和をしませんか？  

先ずは短い 四つのテストからでも・・と思います  

チャレンジして下さい 田中は言うだけだから・・ 

と思うでしょうから 私もチャレンジしました！  

（ 英文でロータリーの目的・四つのテストを音読する） 

私も努力しますので 片言英語でも 英語を日常会話で 

楽しみませんか？ 私は一つ 楽しみを見つけました！ 

 

台湾の話・・ 

台北の杜さんから私の携帯に メール送信されました  

百城扶輪社の会長グレース社長の写真添付。 

別件で 暑中お見舞い申し上げます と 日本の夜空に 

打ち上げられた花火の動画と同時に コロナに負けず・

夏の暑さに負けず・・と励ましの言葉を戴きましたので

ご報告です。以上です 
 

 

 

 

 

 

次週インフォメーション 

11 日（火） 

細則第 5 条第 2 節により 

休会 

18 日（火） 

 コロナ感染拡大が 

懸念の為 急遽 休会 

29 日（土） 

 コロナ感染拡大が 

懸念の為 急遽 休会 

 

 



         

 

【 幹事報告 】菊地貴光 幹事  

＊ＲＩ財団より財団ニュースが届いております。 

 今年度は月毎にどなたがご協力頂けたかを 

ゲストに報告させて頂きたいと思います。 

 ７月は財団に山﨑ガバナー補佐よりたくさん頂戴し

ました。また、大野 弘会員、私 菊地 含めまして 

 合計１２万円を協力致しました。 

 その他に 米山奨学金に大野 弘 会員より１万円、 

 ポリオは７月はありませんでした。 

 ８月に入りまして財団に大野 弘 会員、米山に 

 私 菊地より協力させて頂きました。 

 地区目標と致しましては、財団２００ドル、ポリオ 

 ５０ドル、米山２万円と示されていますので、皆様

のご協力お願い致します。また、ご協力頂ける方は 

 事務局の吉岡さんの所へ直接お渡し頂ければと思い

ます。ご協力お願い致します。 

 尚、１２月迄終わると、翌年全て寄付金控除の書類

が大体２月位に届きますので、税理士、会計士の方

に渡すと控除の対象になりますので、どう対応する

かは、お話して下さい。 

＊地区より「令和２年西日本豪雨義損金」について 

 会員１名につき１，０００円以上宜しくお願い 

します。 

＊地区大会のゴルフコンペについて案内が来ていま

す。コロナ支援を併せたチャリティコンペとして 

開催を予定しております。 

  １０月５日（月） 

    プレステージカントリークラブ（栃木市） 

    東・西コース 

  ◆コロナ感染防止の為 １クラブ４名限定 

 8/20 迄に申込 

   クラブ負担金 10,000 円 個人登録料 5,000 円 

   キャディ付約 12,000 円 セルフ約 8,000 円 

＊地区大会について 

 11/14（土）ロイヤルパインズホテル浦和 

 11/15（日）川口リリヤ 

 毎年２日目に行われています大懇親会はコロナの 

 関係で中止となります。その経費を抽選会とポリオ 

 支援の方に充てたいと思います。 

 詳細は後日例年通りパンフレットを作成するので 

 出来次第お渡しします。 

＊ブライダル委員会より 毎年行われています 

ブライダル事業のご案内 

 8/30（日）10：00～12：00 

  さいたま共済会館 601 号室 

 昨今参加する方が固定化されてしまった傾向にある 

 為 皆様の従業員にいる独身の方、また知人、 

御親戚等で参加してみたいという方がいましたら 

お知らせ下さい。 

 

 

＊今年はロータリー１００周年という事で 

 記念切手を発行する事になりました。 

 ９月１８日（金）発売 

 １シート（ 84 円切手 10 枚 ）８４０円    

  ◆ 50 万シート限定発売 ◆ 

 全国の郵便局にて購入できます。 

 

【 委員会報告 】    能勢 則子 親睦委員長 

 ８月２９日（土）「夏休み納涼家族親睦会」について 

 未だコロナウイルス感染拡大しておりますので、 

 今回改めまして、会員皆様のご意見をアンケート 

形式にて伺いました。 

① 予定通り 開催 

② 予定通り開催でも例会ではなく自由参加が良い 

③ 中止にしてほしい 

 以上の中より選択して頂きました結果 ８月２９日の  

 「夏休み納涼家族親睦会」は中止と致します。 

 アンケートご協力ありがとうございました。 

  
【 クラブフォーラム 】    田中 のり子 会長 

 

浅田修司 ロータリー財団・米山記念奨学部門長と 

今年度「寄付に対するモチベーションを高める」 

という 基本方針についてお話させて頂きました。 

その中で「少しでも寄付し易い環境を作りたい」 

という事から現在ポリオの寄付として置かれている 

ボックスを、財団・米山も含めた寄付金ボックス 

とし、用紙に財団・米山・ポリオどの項目の寄付か 

そして、金額、名前を記入して入れて頂き月末に 

集計したらどうかという案が出ました。 

           ↓ 

高額を一度に寄付するのではなく、少額でも気軽に 

寄付出来る方法として 試してみる。 
 
【 ８月誕生日 】おめでとうございます！ 
 

     １８日 山下 良雄 会員 

     ２０日 坪井 明 会員 
 
【スマイル報告】 
 

＊暑い中お疲れ様です・・・・・・・田中のり子 会長 

＊いよいよ暑くなりましたね。 

暑さも厳しいようですが、どうぞ宜しくお願い 

致します。・・・・・・・・・・・・菊地 貴光 幹事 

＊暑いけど頑張りましょう。・・・・・武藤 正雄 会員 

＊暑いです。頑張りましょう。・・・・ 仲 文成 会員 

＊ここのところ コロナ問題大きくなっております。 

 ご自愛下さい。・・・・・・・・・・山下 良雄 会員 

＊梅雨が明けましたね！ロータリーの友に寄稿が 

 掲載されました。・・・・・・・・・山﨑 晶弘 会員 



＊本日もよろしくお願いします。・・・・高橋 護 会員 

＊本日もよろしく！・・・・・・・・小池 和義 会員 

＊梅雨がやっと明け、本格的な夏が到来しました。 

 コロナと熱中症に気を付けて毎日がんばります。 

 ・・・・・・・・・・・・・・・秋元 志津子 会員 

＊本格的な夏に成りました。 

頑張って乗り切りましょう。・・・山下 ヨシ子 会員 

＊暑いですが 頑張ります！・・・・・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 ８月・９月例会について 

８月１８日（火）夜間例会 

  ２９日（土）夏休み納涼家族親睦例会 

上記２回 コロナウイルス感染拡大につき 

 急遽 休会とする 

９月 １日（火）例会・理事会 

 ９月の例会に関しては１日（火）に決議 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 令和２年西日本豪雨義損金について 

地区より、会員１名につき 1,000 円以上の 

要請がありましたので、当クラブは 

17,000 円を会費より当てることで承認 

 

③ オンライン例会について 

地区より、オンライン例会へのメークアップ 

及び例会実施について 

         ↓ 

中クラブとしてのオンライン例会は行わない 

メークアップは是非参加して下さい 

  

④ 米沢親睦交流会について 

令和３年６月２０日前後予定 

予算案を用いて話合う → 今後継続とする 

  

⑤ こしがや英語フェスタに代わる地区補助金 

事業実施について 

         ↓ 

地区から英語フェスタ分 700＄74,680 円 

入金済＋200＄で新企画を提出し２月末迄に 

実施したい     

         ↓ 

コロナに影響されない寄贈がよいのでは・・ 
            今後継続とする 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

台北百城扶輪社 社長 胡
フー

 勝
スン

 杰
チェー

 

         ニックネーム：グレース社長 

日本では「会長」と呼びますが、 

台湾では「社長」です。 

   従って 

「グレース社長」の呼び名が通用するそうです。 
 
 
 

会員数 
出席

免除 

出席

数 

欠席

数 
MU 出席率 

17 名 1 名 12 名 1 名 3 名 93.8％ 


