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創 立 １９９０年５月２２日 ◆ 会報作成 プログラム委員会

第 １４６０ 回 例 会 会 報

・例会月日 ２０２１年１２月１４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  山下ヨシ子 出席会場委員長 ・発行年月日 ２０２１年１２月２１日（火）

【 会長挨拶 】            小池 和義 会長 

皆さんこんにちは。 

自分は以前ボクシングを 

やっていました。 

プロを目指すには やはり 

2～3時間の練習時間は必要 

と自分で思っていたので 

社会人になって 諦めていたのですが ある日 

練習の見学に行った時 ジムの会長から「やらない

のか？」と言われました。「自分は社会人になり 

７時に仕事が終わり８時にジムに来てジムが閉ま

る９時までの１時間しか練習が出来ないのです」

と答えました。会長は「１時間でもいいから毎日

来たらいいじゃないか」と “何をいってるんだ”

位のトーンで言いました。 

その時自分の中で鱗がポロポロと取れていく様な 

感じがしまして「そうか！ １時間でも毎日来れば 

よいのか」と次の日からは１時間の時間を手を抜

く事なく練習に通いました。 

ちょっとした一言で結果を生み出す事がありま

す。相手が気が付くかどうかは分かりませんが、

入口を作ってあげる事が大事だと思います。 

今 中クラブは少人数の小さいクラブですが次年

度、次々年度現会員の皆様で入口を作って会員数

を増やしていきたいと思っておりますので ご協力

お願い致します。 

【 幹事報告 】              坪井 明 幹事 

＊八潮南ロータリークラブ 

10周年記念式典の 

案内が届きました。 

＊馴染のない所ですが、 

岐阜県にあります 

「大和クラブ」 という所から 

 大和クラブ会長の出版書籍を購入して下さい 

会員になって下さいという案内が来ました。 

宛名を見るとギャザホール内 越谷中ロータリー 

クラブ となっていますのでかなり昔のデータ

から送って来た物と思われます。 

＊越谷市社会奉仕協議会より  

地域福祉応援事業所令和３年度 

法人会員という事で先程証書を 

届けに来て下さいました。 

次週インフォメーション 

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。 



 

【 お客様 】 

 越谷南ロータリークラブ 会長 小林 武弘 様 

             幹事 三上 樹一郎様 

 皆さん こんにちは 

越谷南クラブ １３年目になる 

今年会長を務めさせて頂きます 

小林と申します。 

私はぜひ中クラブさんの 

例会場に来てみたかったので 

本日は有り難うございます。 

先程小池会長のお話にもありました 会員増強です

が南クラブは 西クラブより何名か入って頂きまし

て現在にいたります。 

私は入会して１３年になる南クラブですが ２年間

私は ボイコットいたしました。そんな私が今 会

長という大役を務めさせていただいております。 

 ロータリークラブという中で若手の人間は「仕事

が忙しい」「仕事有きのロータリー」が多いです。

南クラブも 50代、60代、中には 70代の先輩方が

一生懸命頑張っております。 

人数を減らさないというのは永遠のテーマだと思

います。 

南クラブが考えたのは “人材を引っ張って来るの

ではなく 周りの人材が興味を持ってくれるクラブ

にする”という事で 現在一生懸命その方向で頑張

っております。ぜひ中クラブさんも力を合わせな

がら一緒に頑張っていきましょう！ 

 

皆様こんにちは。 

本日は皆様にお目にかかれて 

大変幸栄に思っております。 

お忙しい時間に有り難う 

ございました。   

               幹事 三上樹一郎様  

 

【 委員会報告 】       社会奉仕委員会 

 地区補助金事業「街角ピアノ」について 

先日 坪井幹事と越谷市観光協会事務局長 中村様 

とイオンレイクタウン内スペースを借りる事に 

ついてお話させていただきました。次回 17日に 

伺いますので また 皆様に報告いたします。 

 

【 年次総会 】    坪井 明 会長エレクト 

2022-2023 年度 越谷中ロータリークラブ 

役職及び部門長・委員長（案）の発表を 

配布資料に沿い坪井 明 会長エレクトより 

発表されました。 

 

【 スマイル報告 】       出席会場委員 

＊後半年ですが 越谷中 RC皆様  

宜しくお願い致します。 

・・・・・・・・・越谷南 RC 小林 武弘 会長 

＊本日は皆様にお目にかかれて大変幸榮です。 

 ありがとうございます。 

・・・・・・・・越谷南 RC 三上 樹一郎 幹事 

＊南クラブ 小林会長 三上幹事ようこそ！ 

本日は宜しくお願い致します。 

・・・・・・・・・・・・・・小池 和義 会長 

＊足下の悪い中 越谷南クラブ 小林会長、 

三上幹事ようこそ！これからも宜しくお願い 

します。・・・・・・・・・・・ 坪井 明 幹事 

＊南クラブ会長小林様、幹事三上様ようこそ！ 

又 年次総会宜しくお願いします。 

・・・・・・・・・・・・・・  仲 文成 会員 

＊南クラブ 小林会長 三上幹事ようこそ。 

今年も年の瀬となりました。体に気を付けて 

頑張りたいと思います。・・・・山下 良雄 会員 

＊南クラブ会長様 幹事様 ようこそ！ 

 皆様雨の中お疲れ様です。有意義な例会に 

なりますね。・・・・・・・・田中 のり子 会員 

＊寒い雨になりました。元気を出しましょう。 

 ・・・・・・・・・・・・・ 山下 ヨシ子 会員 
 

【 スマイル報告 】9,000円 

 
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％ 

会長 小林武弘様 

次回 12月 21日（火）は 

18時より 浅草ビューホテルにて 

クリスマス家族例会です！ 


