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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 １４２９ 回 例 会 会 報 

・例会月日  ２０２０年１１月１０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  「君が代」「奉仕の理想」 
・司会者     能勢 則子                ロータリーの目的・四つのテスト 
・発行年月日 ２０２０年１２月１日（火）    
 
《 １１月誕生日 》能勢 則子 様（１９日） 《 １１月結婚月 》能勢 則子・英雄（ １日） 
                              仲 文成・美子（１０日） おめでとうございます 

    

【 会長挨拶 】           大野 弘 副会長 
本日田中会長所用の為 

私がお話させていただきます。 

先ずは、今週末行われます 

IMの参加宜しくお願い 

致します。 

 コロナ禍の中 私の勤務先社労士会も 

制限が多くでてしまいまして、４０名～５０名 

程の理事会 本来は顔と顔を合わせて決定に導く 

はずの事も難しくなっております。 

１００人を超す研修は Zoom等使用せざるを 

得ません。 

しかしながら、なかなか遣り切れない部分が 

ありまして、１時間程ならよいのですが、２時間 

３時間と長時間になると気持ちが続かないのが 

現実で席を離れる人、飲食をしだす人・・・ 

難しい問題であります。 

北海道などでコロナ感染が急激に増え続けて 

きてます。 

今一度気を引き締めて予防していかなければ 

なりません。 

社労士会も忘年会等の飲食は全て中止となって 

おります。理事会も会議後の懇親会の飲食は無く 

始まる前に弁当を黙って食べ、解散となる予定 

です。 

暫く様子見を行わなければなりません。 

 

 

 

 

 

【 幹事報告 】         菊地 貴光 幹事 
＊１１月１５日地区大会 オンラインにて参加の 

 浅田修司 会員、秋元志津子会員に地区事務所から 

 メールで 当日の YouTube アドレスが届きました 

＊当日懇親会後に行われます 抽選会の番号が 

地区事務所から届くので、会員個々に割り当て 

皆様にお伝えします。 

＊１２月５日 子ども川柳表彰式の出欠席を後程 

 社会奉仕委員の方から確認してもらいます。 

【 委員会報告 】         
＊社会奉仕委員長   山下ヨシ子会員 
 地区補助金事業 

 越谷市 子ども会育成連絡協議会 

 50周年事業 

 子ども川柳 作品展 表彰式 

１２月５日（土）１３時３０分より 

越谷市中央市民会館 劇場 

 ３１７句の応募の中から  

 市長賞・教育長賞・越谷中ロータリー賞 

 実行委員長賞・越子育連賞 の受賞式 

 参加者全員に参加賞の授与 

 ≪当日出席会員≫ 

   １２時３０分までに舞台控室 参集 

    （各自昼食を済ませて来て下さい） 

   マスクを必ず着用して下さい 

   越谷中ロータリークラブの ピンクベスト着用 

＊親睦委員長        能勢 則子 会員 

クリスマス例会のお知らせ 

１２月１２日（土）１８時より ランボルにて 

 先日予算・会場貸切の 確認をして来ました。 

近日中 ご案内しますのでよろしくお願いします。 

次週インフォメーション 

15 日（火）地区大会 

      会場：川口リリア 

24 日（火）休 会 

  （細則第 5 条第 2 節により） 

 

 



【 スマイル報告 】      山下 ヨシ子会員 

＊ワクチンが出来なさそうなニュースが昨晩 

ありました。本当に出来ると良いですね。 

・・・・・・・・・・・・・・ 菊地 貴光 幹事 

＊今日も宜しくお願いします。・・ 仲 文成 会員 

＊本日も宜しく。・・・・・・・・武藤 正雄 会員 

＊本日も宜しくお願いします。・・山下 良雄 会員 

＊急に気温が⤵ 皆さんご自愛下さい。 

 ・・・・・・・・・・・・・・ 山﨑 晶弘 会員 

＊本日も宜しくお願いします。・・小池 和義 会員 

＊寒くなってきましたので、体調には気をつけ 

ましょう。本日も宜しくお願いします。 

・・・・・・・・・・・・・・・高橋 護 会員 

＊朝晩急に寒くなりました。風邪を引くとコロナ 

 と間違われるおそれがありますので、おちおち 

風邪もひけません。今日は所用で早退させて 

いただきます。宜しくお願いします。 

・・・・・・・・・・・・・・浅田 修司 会員 

 

◆◆ 理事会 ◆◆ 
① 11月・12月例会について 

11月 15日（日）地区大会 会場：川口リリア 

   24日（火）休会（細則第 5 条第 2 節により） 

12月 1日（火）５日に振替 

      5日（土）地区補助金事業 

    “子ども川柳 表彰式”於:中央市民会館 

     12：30 舞台控室集合ピンクベスト着用 

     8日（火）12日の振替 

     12日（土）クリスマス例会 

         会場：ランボル 18：00～ 

     15日（火）通常例会・年次総会 

     22日（火）通常例会・IMについて 

     29日（火）休会（細則第 5 条第 2 節により） 

 

② 定款・細則の変更について 

≪ 定款第４条 クラブ所在地域の変更 ≫ 

（現）本クラブの所在地域は、次の通りである。 

 越谷市内の内、ことぶき橋から地蔵橋に至る 

 旧国道 16号線及びその地点から元荒川上流に 

 至る北部の地域。 

（新）上記所在地を「越谷市周辺」に改める。 

≪ 細則第１１条 改正 ≫ 

（現）本細則は、いかなるクラブ例会においても 

 改正できる。クラブ細則の変更には、当該例会の 

 10日前迄に各会員に書面による通知を行う事、 

 投票の定足数を満たす会員が出席している事、 

 全票の 3分の 2が変更を支持する事が義務づけ 

 られる。本細則への変更は、標準ロータリー 

クラブ定款、RI定款、RI細則、ロータリー章典 

と矛盾してはならない。 

（新）上記のうち「10日前迄に」を定款第 19条 

第 2節に合わせて「21日前に」に改める。 

 

＊立冬も過ぎ寒さが増してきますね。コロナも 

寒さに強いという事でこれからは一段と気を 

付けていかなければなりませんね。新しい会員 

さんと共に頑張って行きたいと思います。 

・・・・・・・・・・・・・ 秋元 志津子 会員 

＊無事退院しました。ありがとうございました。 

 ・・・・・・・・・・・・・ 山下 ヨシ子 会員 

＊本日も宜しくお願いします。・・能勢 則子 会員 

 

【 出席報告 】  スマイル金額  11,000 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ IMについて 

＊当日のパンフレット参照に、1月 23日開催 

IMについて山﨑晶弘ガバナー補佐より担当・ 

会場配置・プログラム内容等を再確認説明 

 ＊当日会場までのバス運行を再確認し会員に 

  知らせるようにする。 

＊例年 IM記念行事はゴルフ大会を行っているが 

プレイする人が限られてしまう事から今年度 

「IM記念日帰りツアー」の開催を決定 

日時：４月 10日（土） 

 GOTOトラベル利用可能な場合 3月 27日 

   場所：群馬大間々（トロッコ）→足尾銅山 

（バス）→日光ゆば昼食（トロッコ）→ 

田母沢御用邸 

     【 参加費用は 1月 23日と別途 】 

 

④ 地区補助金事業について 

例会で詳細は山下ヨシ子社会奉仕委員より説明  

された内容です。 

当日の出欠席を後で確認します。 

 

⑤ その他 

年度計画書「充填・未充填職業分類表」について 

 新入会員（生花卸売）に当てはまる分類が無い 

   → 次年度計画書に追加作成 

 

 

 

 

 

会員数 
出席

免除 

出席

数 

欠席

数 
MU 出席率 

19 名 1 名 13 名 4 名 1 名 78.0％ 


