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◆ 会 長   小池 和義  ◆  幹 事   坪井 明 

例会日 火曜日 １２：３０ ～ １３：３０  理事会 １１：３０ ～ 

会 場 山下工務店 大袋 GL ２ 階       

事務局 〒343-0034 越谷市大竹６８６－３    

ＴＥＬ ０４８－９７１－５３２０   ＦＡＸ ０４８－９７１－５３７０          

創 立 １９９０年５月２２日    ◆ 会報作成 プログラム委員会 

第 １４５９ 回 例 会 会 報    

・例会月日 ２０２１年１２月７日（火）・点鐘時間 １２時 

・例 会 場 山下工務店 大袋ＧＬ ２階  理事会 １１時３０分～ 
・斉   唱  「君が代」「奉仕の理想」  
・司会者  山下ヨシ子 出席会場委員長 ・発行年月日 2021 年 12 月 14 日（火）  
                         

    12 月誕生月  4 日 豊田 明久 会員  

            6 日 秋元 志津子 会員 

    12 月結婚月  6 日 小池和義 会長・美紀 様                

           10 日  山﨑晶弘 会員・厚子 様 

         

【 会長挨拶 】             小池 和義 会長 

 皆さんこんにちは 

12月 3日 IM記念ポリオ根絶 

チャリティーゴルフ大会に大野会員 

以前会員でした山川さん、川口さん 

の 4名で参加して参りました。 

私が 90、大野会員 112、山川さん 88、川口さん 117

という成績で、順位は 1月 13日（木）の IMにて発

表となっています。天気も良く リフレッシュできた 

とても楽しいゴルフでした。また 当日は坪井幹事が

野田カントリークラブまでお越し頂き私達を出迎え

て頂くというお気遣い頂き有り難うございました。 

本日 山﨑ガバナー補佐年度 会長幹事会が行われま

す。その際どんな話をしようかと考えていますので 

今 昨年度を少し振り返ってみたいと思います。 

皆様思い出してみましょう！2020年埼玉県で 1回目

の緊急事態宣言が発令されたのはいつだったか覚え 

てますか？正解は 4月 7日から 5月 25日です。 

2回目が 2021年 1月 8日から 3月 21日で この期間

に IMが行われまして 全員リアルで行う事が出来ず

ギャザホールからオンライン配信をしました。現在

落ち着きを取り戻してきているという事で IMゴルフ

大会も行われ 本日会長幹事会での懇親会を行う事と

なったのですが、最近“オミクロン”という新種が

現れ、立場状 大手を振って参加する事が出来ない 

方もいらっしゃいます。 

 

 

 

 

 

 

 

中クラブは他に比べて人数が少ないので オンライン

で例会を行うまでもなく ソーシャルディスタンスの

とれる人数ですが 例会場を持て余す人数とも言えま

すので、会員を増やす努力を行っていかなければな

らないと考えております。 

来週の年次総会では坪井年度として協議して頂く事

になりますが 坪井会長エレクトが２回目、そして私

も２回会長職となっておりまして殆どの会員が会長

経験者で、次が育たないという現状から何とか次を

作る体制を作って行かなければなりません。 

大勢のクラブですと例会に参加する事からビジネス

が生まれたりのメリットが出てくる事もありますが 

逆に少人数のクラブだとやりたいことが出来るので

はないかと思います。ただ例会に欠席しがちな会員

に対して例会に意味を持たせるという事が必要と思

っております。1人で殻に籠っていては発想・広が

りが持てませんがここに来ると業種の違う経営者等

の方々から色々と共有できるような時間が取れるよ

うにしていきたいと思っております。 

まもなく後期になりますが “集まる意味を持たせる

会”になるよう「参加したら面白かった」でも良い

と思います！共通の勉強会を開くのも良いと思いま

す！個人的に興味のある事を卓話としてお話をして

もらうのも良いでしょう！皆様の協力を得て楽しい

クラブになるよう頑張っていきましょう 

次週インフォメーション 
 

14日 (火) 12時 30分～通常例会 

      年次総会 

      表敬訪問 

      越谷南 RC会長・幹事 

21日（火）18時 ～ 

     クリスマス家族例会 

     浅草ビューホテル 

28日 (火) 休会 

 ＊予定が変更になることがあります 

予めご了承下さい。 

 



【 幹事報告 】             坪井 明 幹事 

＊2022年 1月 29日行われます 

RLI研修パートⅢの案内が 

来ています。9時 30分スタート 

17時終了予定です。ZOOMでの 

開催予定で登録料は 1人 3,000円  

興味のある方は積極的に参加して下さい 

＊ロータリーの友委員会より今までの事業報告、 

会計報告が記載された冊子が届いております。 

 また、現況として 数年に亘り赤字決算が継続して 

います。またコロナによるロータリー活動が自粛 

された中で広告収入の伸び悩み、不安定な状況が 

続いております。という報告があります。 

 

 

 

 

 

 

 

（1）1月 13日（木）IMについて  ■ 承 認  

   13：00 ～ 14：00 ウエルカムドリンク及び 

            オープニングコンサート 

   14：00 ～     第 1部 式典 小ホール 

基調講演 

16：45 ～     第 2部 新年賀詞交歓会 

   ポルティコホール 

（2）地区補助金事業「街角ピアノ」について 

                 ■ 承 認 

   先日菊地社会奉仕委員長からお話があった 

ように、長期間で行ってほしいという要望が 

ありました。本日例会後 会長、幹事が越谷市の 

観光協会に伺い事務局長と今後どのように進め 

て行くか話し合いをさせていただきますので 

次回皆様にご報告させていただきます。 

（3）年次総会について      ■ 承 認 

来週年度計画書に沿って年次総会を行わせて 

頂きたいと思います。その前に皆さんに次年度 

のクラブ役職のお願いを本日参加の方には書面 

を渡させていただきました。人数の関係から 

1人何役かをお願いする事となります。 

次年度私が行いたい奉仕事業が 2つあります。 

（現況から実際行う事が可能かどうかはわかり 

ません） 

【スマイル報告】 

＊先日はガバナー公式訪問有り難うございました 

 ・・・・・・・・・・・・・・・ 小池 和義 会長 

＊寒くなり年の瀬を迎える時期です。 

 元気にお過ごし下さい・・・・・・ 坪井 明 幹事 

＊今日も宜しくお願いします。 

 コロナに負けず頑張りましょう・・仲 文成 会員 

＊本日もよろしく・・・・・・・・ 山下 良雄 会員 

＊なんだか今日は寒いです・・・・ 山﨑 晶弘 会員 

＊年もせまってきました。 

 本日も宜しくお願いします・・ 秋元 志津子 会員 

＊本日も宜しくお願いします・・ 山下 ヨシ子 会員 

      【出席報告】スマイル金額 8,000円 

 

 

 

 

 

 

 

① 以前より中クラブの看板活動として行っていまし

た 食文化が食中毒の件より中止になりました。

その後コロナにより遠のいてしまいました。 

会長と共に今年度 他クラブの長年続けている 

活動に参加させて頂き感じたのが 環境状況が 

合えば 食文化を復活させたい。 

② これから進めていきます「街角ピアノ」の次年度 

以降の継続。まだどうなるか未定ではありますが 

負担が少ないのであれば中クラブとしての看板事

業の一つに加えていきたいと思います。 

以上 2点です。 

少ない人数ではありますが中～長期的な事業を 

考える委員会の立ち上げも皆さんに知恵を頂き 

ながら次へ進めるクラブにする方法として考え 

ています。 

（4）その他 

  ＊東武よみうり より 令和 4年「賀詞名刺 

広告」のお願いが来ました（1枠 11,000円） 

→ 全員一致で掲載とする ■ 承 認 

  ＊指名委員会の日時はどうなっていますか？ 

   本来年次総会前に決めなければならないの 

ですが現時点では指名委員長より日程の連絡 

が来ていません。会長より確認し指名委員の 

方に連絡させて頂きます。■ 承 認 

 

会員数 
出席

免除 

出席

数 

欠席

数 
MU 出席率 

13名 2名 7名 4名 0名 63.6％ 


