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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 １４２５ 回 例 会 会 報 

・例会月日  ２０２０年９月１５日（火） ・点鐘時間  １８時００分 
・例会場   談話室 こでまり        ・斉   唱  （ 飛沫感染を考慮し ご清聴のみ ） 
・司会者     能勢 則子                   「奉仕の理想」 
・発行年月日 ２０２０年９月２９日（火）    

    

【 会長挨拶 】田中 のり子 会長  

  こんばんは！ 

田中年度初の夜間例会でございます 

ご出席ありがとうございます 

来週 22 日は秋分の日 猛暑の日々でしたが 

秋の気配にと季節が移ろいを見せ始めました。 

食欲の秋ですね！ 

うるおいたっぷりの 白い食材が良いようです。 

◆梨◆ 果実の 90％が水分で潤い補給に 

ぴったり。しかも残りの 10％の中には疲れを 

癒してくれる成分が豊富に含まれています。 

◆ぶどう◆ やはりみずみずしくて  

水分たっぷり！ 

その潤いの中に 体のエネルギーになりやすい 

成分が豊富に含んでいます 

  ◆長芋◆ 古くから漢方の生薬としても用いられ 

独特のネバネバの中には胃腸の働きを助ける力

があり水分もたっぷりです。 

  ◆里芋◆ 皮をむくと出てくる独特のぬめり・・ 

   このぬめり成分に 胃の粘膜を保護してくれたり 

   胃腸の働きを助ける力があるそうです。 

   暑い夏の日には冷たい飲み物ばかり飲みすぎで 

胃腸が疲れています 優しい食材で夏の疲れた 

体を癒して下さい 

 

 今夜は姉妹クラブ 台湾台北百城扶輪社と  

LINE トークです 18 時 30 分からの予定です。 

 私も２度伺っていますが以前は秋元会員と同行 

でしたね！日本にお越しの際は越谷市内をご案内する 

など交流を深めております。 

前回訪問時は航空会社ストライキで大変な迷惑を 

被りましたね！ 

今度はコロナ関連で交流会が遮断された状態でした 

のでこうした LINE トークを試みたのですが 

結果はどうか？ 

 

初体験ですので・・不安の中にも楽しみです！ 

前回は山あいで臭豆腐や九分で買物を楽しみましたが 

今度訪問の際には、天童よしみの歌で「珍島物語」の 

歌詞の中に“海がわれるのよ～”とありますが 韓国と 

思っていましたら 台湾にもあり１日に２度その現象が 

あるそうで海流がその時間になると左右にぶつかり 

合いながら別れて少しずつ潮が引いて道が出来て人々 

が歩いて島に渡れるのです。感動しましたね！ 

是非この目で見たいと思いました  

皆様も楽しみを探求しましょう！ 

“チャレンジの扉を開こう”です 

 

【 幹事報告 】菊地 貴光 幹事 

＊越谷東クラブより 9 月・10 月プログラムが 

来てます 

＊RYLA 研修セミナーの案内が来ています。 

2021 年 2 月 7 日～4 回予定しています。 

場所は神奈川県 応募締切は 12 月 15 日です。 

 ＊地区より、2020 年 7 月九州豪雨災害義援金の 

御礼と報告が来ています。当クラブからは 

1 人 1,000 円で 17,000 円協力しました。 

全体で 2,466,306 円でした。 

 ＊ハイライト米山が届いています。 

 ＊職業奉仕委員会より 講演会の案内が来ています。 

    テーマ 

「ロータリーの職業奉仕と会社経営は一致する」 

  講師：細井 保雄 氏 第 2570 地区パストガバナー 

10 月 30 日（金）17 時～18時 40 分 

大宮パレスホテルにて zoom でも行われますので 

参加希望の方は申し出下さい。 

 ＊9 月 11 日（金）会長・幹事会が行われました。 

山下良雄 IM 委員長にも参加していただきました 

 

次週インフォメーション 

10 月 6 日（火）通常例会 

 理事会・クラブ協議会 

 13 日（火）会員卓話 

大野 弘 会員 

秋元 志津子 会員 

 20 日（火）中里ガバナー 

       公式訪問 

 27 日（火）休会 

＊細則第 5 条第 2 節による 

 



【 委員会報告 】山﨑晶弘 ガバナー補佐 

現在の新型コロナウイルスの状況ですと 

11 月 14 日、15 日に行われます 地区大会は 会場定員

の半分。IM で使用するギャザホールも 150 名定員の 

半分になるだろうと予想され、来賓の絞り込みをして

います 

他にオンラインでの配信・懇親会の中止 等 

会場変更も提案され、中央市民会館、サンシティに問

い合わせましたが、1 月 23 日は既に予約が入っている

そうです 

越谷東クラブのガバナー公式訪問は越谷市民球場で行

われるという事です。 

 

◆◆ 台北百城扶輪社との交流 ◆◆ 

当クラブと友好姉妹クラブである 

台北百城クラブでオンライン会議を試みました。 

今回の試みに沢山の方に興味を持って頂き、 

台北だけでなくグアムからも「ぜひ参加したい」と 

最終登録数は２３名になりました！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  夜間例会場：中クラブ   台湾：杜武治さん 

 
 今回合同例会は何回もリハーサルを行い本番に 
向かいました。杜武治さんは百城 RC を退会しましたが
通訳官として今日は大役を務めてくださいました。 
ありがとうございました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

左上より 

日本：中クラブ 台北：黄（sito）会員 台北：秀雅（sandy）会員 

台北：杜武治さん 台北：蔡昆璋会員（tom）台北：胡勝杰 社長 

 
 

 
「ご無沙汰してます！お元気ですか？」と 
先ずは中クラブ会員一人ずつ台北百城クラブの会員へ 
手をふりながら ご挨拶 (^^)/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
途中フリーズ等アクシデントもありましたが 

日本時間 18 時 30 分 
台湾時間 17 時 30 分 

グアム時間 19 時 30 分   
よりスタートした今回の会議は 予定を超える長時間の 
会議となりました。 
終了後 「とても楽しかったです！ありがとう」 
「近くに居るみたいですね」「次回はいつ？」等  
たくさんの声がありましたので課題をクリアしながら  
“挑戦の機会の扉”を開いていきたいと思います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【スマイル報告】 
＊今日は台北百城扶輪社の方々とのトークが 
楽しみです。・・・・・・・・・・ 田中のり子 会長 

＊本日は台湾とのオンライン例会です。 
 楽しみですね。・・・・・・・・・・菊地 貴光 幹事 
＊こんにちは・・・・・・・・・・・ 武藤 正雄 会員 
＊本日も宜しくお願いします。・・・・山下 良雄 会員 
＊今日は台北 RC との友好オンライン楽しみです。 
 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 山崎 晶弘 会員 
＊こんばんは！台北の皆さん本日はよろしく！ 
 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 小池 和義 会員 
＊台北の皆様 本日は宜しくお願いします。 
 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 浅田 修司 会員 
＊台湾とのリモート交換会楽しみにしています。 
 宜しくお願いします。・・・・・・ 秋元 志津子会員 
＊元気です。宜しくお願いします。・ 山下 ヨシ子会員 
＊台北百城クラブとの合同例会 楽しみと無事に 
終わるか心配です。・・・・・・・ 能勢 則子 会員 
 

【 出席報告 】  スマイル金額  10,000 円 



 
 
 

 

会員数 
出席

免除 

出席

数 

欠席

数 
MU 出席率 

17 名 3 名 12 名 2 名 0 名 85.7％ 


