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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 １４２８  回 例 会 会 報 

・例会月日  ２０２０年１０月２０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  「奉仕の理想」 
・司会者     仲 文成 SAA                    
・発行年月日 ２０２０年１１月１１日（水）    

    

皆様 こんにちは！ 

ご参集ありがとうございます 
今日は いつも以上に 緊張致しますが  

これも試練と受け止め 頑張ります 

では・・ 

明治 153 年・大正 109 年・昭和 95 年・平成 32 年 

令和 2 年・ 西暦 2020 年 10 月 20 日(火曜日) 

の本日 只今より 

国際ロータリー 第 2770 地区 第 8 グループ  

越谷中ロータリークラブ 会長 田中のり子が 

第 1428 回 ガバナー公式訪問を受け  

特別例会を開催  

開会 点鐘を致します 

 

【 会長挨拶 】田中 のり子 会長  

中里公造ガバナー御来席で 

何時も以上に緊張しておりますが 

宜しく御指導下さいませ。 

中里ガバナーの先般の御言葉に  

クラブは 会長次第・・ 

熱意をもって接すれば協力も仰げるだろう。 

そして やれば出来る！ 正にチャレンジ精神の 

励ましを受けております・・ 

早 4 ヶ月目の後半・・時間だけが 駆け足で 

走り去っているように 感じる毎日でございます。 

当クラブに入会しましたのが 2013 年 10 月 29 日 

ですから今月で 7 年になります。 

 

私は人に褒めて欲しくて そうしたのではなく  

ただ 自分に 出来る事をしただけなのです。 

今の会長職もそうです私が自ら望んだのではなく 

人がいないから・・でした でも受けた以上は 

私の出来る事をするだけなのです。そして 意見・

不満がありましたら言って下さいと申し上げて 

おりますよね・ 私が歩んだ 人生街道での数々の

小引出をその場の状況に於いて小箱を引き出して  

対応しているだけなのです。  

ロータリアンの心得必須の中には諸々 

ございますが 私自身の 教えの一つの  

“ 泰然自若（たいぜん じじやく）” 

落ち着いて どんな事にも動じない様  

どんな事にも取り乱す事なく自分を保ち 

冷静でいられる心 (不動心) 

私の仕事の想い出の一つに今でもあの時の司会者

は・・と話題にでるそうなのですが・・ 

山形県の名のある方の社葬の司会・プロデュースの 

依頼現場の事ですホテルのコンベンションホール 

1.500 人規模の会場でした打ち合わせでは会場暗転 

私が 何故ここで この曲を捧げるのかを 

ナレーションで紹介し「では献奏致します」と 

言ったらピアニストが演奏することでしたが 

暗転したら即 曲を弾き始めたのです。 

会場内 30 人前後のスタッフが 皆打ち合わせとは 

違う事は判ります私の傍好きがどうしますか？と 

来たので「スタッフ全員動いたら駄目！ピアノ演奏 

が終わっても暗転のままで合図したら会場全体を 

明るくしてその後は打ち合わせ通りに」 

ピアニストは、自分の失態に体が震えていた 

そうです。 

でもこれは内輪の事会場内は最初からそうだった

のよ！で無事に何事もなかったように終了したの

です。そこで ピアニストの傍にいた スタッフが

演奏を止めさせてしまったら会場内ざわつき 

何事！になってしまっていました。その A さんは 

私の指示がなかったから 田中社長の判断に 

任せていました！ 後の事ですがね！ 

次週インフォメーション 

11月 3日（火）定款第 8条第 1節 

        （C）により休会 

  10日（火）通常例会・理事会 

  15日（日）地区大会 

       会場：川口リリア 

  17日（火）休会（15日振替） 

  24日（火）細則第 5条第 2節 

により休会 

 



勿論喪主・葬儀委員長たちも打ち合わせに立ち合っ

ていますのでアクシデント発生は承知しています。 

やはりプロにお願いしてよかったですよ！の言葉

に安堵しました。 

99％予定通りに行っても 1%のアクシデントに 

どう対応するのが私達プロの仕事なのです。 

無論 男だから 女だからは 関係ないです。 

又 忘己利他（もうこ・りた）の言葉には      

利他の精神を 後世に幅広く伝えた方・ 

生活の貧しい人々の為に 働く事に捧げた方・ 

マザーテレサ 皆様 ご存知ですよね！ 

その講演の一部に、ある七人の子どもを抱える 

貧しい母の所にマザーは両手に一杯ほどのお米を 

持っていき 差し上げました。 

すると その母親は そのお米の半分を手にとり  

外に出ていきました。マザーが問うと「隣にも同じ 

ような貧しい親子がいるので分けて来た」という 

のでした。一俵もあるお米ではありません。 

自分の子供達の一食分にも足りないお米でさえ 

それを半分にして となりの子供達も喜ぶだろう

と分けてやれる崇高な精神に、マザーも感動した

話・・ 2006 年 法話の一部でした 

言うのは簡単！でも行いは大変 の教えの中に 

私はどれだけ 出来るかはわかりませんが 

中里公造ガバナーの 今年度 地区運営方針 

新たな機会へのチャレンジで クラブに活力を！

を胸にのりこおばさんの、チャレンジの機会の扉を

開けながら 来年 6 月までの任務を全うしたいと 

思います。 

マザーテレサの言葉に 

“貴方は 貴方で あればいい！”とありました。 

田中のり子の流儀で 努力を重ねたいと思います

ので これからも 皆様の個々の力で 

越谷中ロータリークラブを 盛り上げて下さい・  

お願い致します。 

【 幹事報告 】菊地 貴光 幹事  

＊地区大会の案内 

 11 月 15 日（日）川口リリアにて 

行われます地区大会について 

地区事務所から再度確認の連絡がきました。 

全会員にご案内を配布します。 

当日は 16 時 20 分頃より各クラブの会長紹介が  

始まる予定です。オンラインでの参加可能です 

ので、多数のご参加をお願い致します。 

＊まだ MyRotary の登録を行っていない方は 

 登録する事によって、ロータリー財団、ポリオ  

への寄付を事務局の方でも確認する事が出来 

ます。1000＄寄付しますと「マルチプル・ 

ポール・ハリス・フェロー」の対象となり、 

バッジをいただけます。 

 

現在システムエラーになっていますが 

復旧次第連絡があると思いますので、登録 

お願い致します。 

 

【 委員会報告 】 

◆ 小池 和義 国際奉仕委員長 ◆ 

６月１１日～１３日行われます世界大会について 

台北百城クラブからもお誘いが来ていますが 

今回世界大会という事で 

間際になると予約も取りにくい 

状況になると思います。 

先日より旅行会社も業務を開始して 

おりますのでぜひ たくさんの方々の御参加を 

お願い致します。 

 

◆ 能勢 則子 親睦委員長 ◆ 

クリスマス例会を今年度も会場をランボルにて 

12 月に予定しております。 

日程・内容について近日中に詳細 

配布しますので 

よろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

有意義なひと時の例会でございました 

今 コロナ・コロナで飛まつ感染を気に 

なさいますが、前代未聞「飛沫の飛ばない合唱団」 

コロナ過でも歌える“ハミング”が注目されて 

おります。意外と難しいハミングの音楽会！ 

ハミングとは 楽器の役割・声の楽器 

楽しい気分！つい口ずさみたくなるような楽しく 

温かい雰囲気に仕上げている口を閉じて声を鼻に

抜いてメロディを歌う事 

ご機嫌な時に楽しい気分の鼻歌 情景が見える 

歌詞の無い歌 

この後クラブ協議会がありますが 

どなた様もハミングしながらお帰り戴きたいと 

思います 

では 第 1428 回 特別例会を閉会点鐘致します 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
国際ロータリー 第 2770 地区 

     
１９２０年１０月２０日に設立された 

東京ロータリークラブ は今年１００周年！ 

その記念すべき今日お迎え致しました。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

中里ガバナー 

ようこそお越しくださいました 

 

            司会 

            仲 文成 SAA 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

「ロータリーに入って良かった事は 
何ですか」 
と聞かれたら 

「かけがえのない友 生涯の友に 
たくさん 出会えた事」と答える 

 

       中里 公造 ガバナー 
 

 

 

 

 

 
中里 公造 ガバナー 公式訪問 

 

  ≪ クラブ協議会 ≫ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   田中のり子会長進行による クラブ協議会が 

始ります 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

スマイル報告  

        秋元志津子 社会奉仕委員 
＊田中会長 女性ならではの配慮に感謝します。 

 越谷中クラブさんの発展をお祈り致します。 

 ・・・・・・・・・・・・中里 公造 ガバナー 

＊中里ガバナーようこそお越しくださいました。 

 快晴の中 緊張と楽しみのひととき 宜しく 

お願い致します。・・・・・・田中 のり子 会長 

＊中里ガバナー本日は宜しくお願い致します。 

 山﨑ガバナー補佐 本日も宜しくお願い 

致します。・・・・・・・・・・菊地 貴光 幹事 

＊本日は御苦労様です。よろしく御指導をお願い 

 致します。・・・・・・・・・・武藤 正雄 会員 

＊ガバナー公式訪問ではお世話になります。 

 ご指導お願い申し上げます。又お客様ようこそ 

 ・・・・・・・・・・・・・・・仲 文成 会員 

＊ガバナー公式訪問ありがとうございます。 

 本日も宜しくお願いします。・・山下 良雄 会員 

＊中里ガバナー、静谷副幹事ご苦労様です。 

 今日はご指導宜しくお願い致します。 

 ・・・・・・・・・・・・・・ 山﨑 晶弘 会員 

＊中里ガバナー、静谷副幹事 ようこそ当クラブに 

 お越し下さいました。今後ともご指導の程 

 宜しくお願い致します。・・・・・坪井 明 会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊中里ガバナー、静谷副幹事 ようこそ！ 

 エレクトとして とても参考になりました。 

 ありがとうございます。・・・・小池 和義 会員 

＊中里ガバナー ようこそお越しくださいました。 

 本日は宜しくお願い致します・・ 高橋 護 会員 

＊中里ガバナー、静谷副幹事 ようこそお越し 

くださいました。本日は宜しく御指導のほど 

お願い申し上げます。・・・・・浅田 修司 会員 

＊中里ガバナー公式訪問  

本日よろしくお願い致します・秋元志津子 会員 

＊中里ガバナー、静谷副幹事 ようこそお越し 

下さいました。家庭訪問のような緊張です。 

宜しくお願い致します。・・・・能勢 則子 会員 

 

 
【 出席報告 】  スマイル金額   15,000 円 

 

 

 

 

 

 

会員数 
出席

免除 

出席

数 

欠席

数 
MU 出席率 

17 名 1 名 13 名 3 名 0 名 81.3％ 


