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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 １４６２ 回 例 会 会 報    

・例会月日 ２０２２年１月１８日（火）・点鐘時間 １２時３０分 

・例 会 場 山下工務店 大袋 GL ２階 

・司会者  山下ヨシ子 出席会場委員長 ・発行年月日 2022 年 1 月２２日（土）  

         

【 会長挨拶 】             小池 和義 会長 

  皆様こんにちは。 

本日数字だけが書かれた用紙を 

皆様に配布致しました。 

「これは何？」という声も 

聞こえてきましたが、さて  

この数字は何でしょう?! 

実は今日 1月 18日は 118番の日という事で海上保安

庁が緊急通報用電話番号 118番を広く知ってもらう

為の日として設定された物です。今週より始まりま

した TBSの日曜ドラマ「DCU」も海上保安庁のドラマ

ですね。 

 

104：電話番号案内 

110：警察への緊急通報 

113：電話の故障（回線の故障・ノイズが酷い 等） 

114：お話中調べ（常に話中の状態になっているが 

      本当に話中なのかを確認してもらう） 

115；電報の申込 

116：電話移転・移設の申込 

117：時報 

118：海での事件、事故を海上保安庁に緊急通報する 

119：火事・救急車 

142：電話転送サービス 

171：災害用伝言ダイヤル 

177：天気予報 

184：非通知設定（自分の番号を表示させたくない） 

188：クーリングオフ等相談 消費者ホットライン 

189：児童相談所虐待対応ダイヤル（イチハヤク） 

 

 

110番、119番は頭に入っていますが 他の 3桁番号

というのは思い付かないものが多いです。 

どこかの場面でこの番号を使用する時があるかもし

れません。その時に利用して頂けたらと思います。 

 

【 幹事報告 】               坪井 明 幹事 

＊未来の扉まっチャンネル 1月号 

の案内が届いてます。 

＊ハイライト米山が届きました。 

 掲示しておきます。 

＊越谷北 RC 越谷東 RCより 

例会プログラムが 

届きました。掲示しておきます。 

＊地区より「オミクロン株感染拡大に伴う各集会 

開催方法に関するお願い」という事でオンライン 

方式の開催を推奨します。という内容です 

中クラブでの今後を後程話し合いたいと思います 

 

【 委員会報告 】          

地区補助金事業    小池 和義 会長 

2021年 12月 17日行われました 打合せ報告 

  協賛：越谷市観光協会 

  日時：2022年 3月 16日（水） 

     案 1 10：00～15：00 平日 

     案 2 16：00～19：00 金曜はこの時間帯 

が多いとの事 

   場所：レイクタウン Kaze ひかりの広場 

               （ マルエツ前 ） 

インフォメーション 
 

25 日（火）休会＊コロナ感染拡大の為 

2 月 1 日（火）11：30～理事会 

       12：30～第 1 例会 

    卓話：越谷東 RC 原 美光様 

 8 日（火）12：30～第 2 例会 

15 日（火）12：30～第 3 例会 

    卓話：越谷東 RC 大内一幸様 

22 日（火）18：00～夜間例会 

 ＊予定が変更になることがあります 

予めご了承下さい。 

 



 ≪参考≫過去にレイクタウンでストリートピアノ 

を実施した時の実績 

   演奏者 平日：15～30人 休日：60～80人 

   来客数 平日：45,000人位 （ Kazeのみ ） 

   告知方法 イオンサイト及び アプリ 

 ≪注意事項≫ 

    感染対策 

    YouTuber 対策 

    主催がロータリークラブとわかるように 

    募金活動は NG 

 

【 委員会報告 】 

菊地 貴光  社会奉仕委員長 

 小池会長より報告を頂きました 

補助金活動ですが 広報こしがやに 

掲載の件を先日確認してきました。 

日程から 3月 1日の広報誌に掲載を 

行いたいのですが その為には 

1月 31日迄に日にちだけでなく開催時間を決定した

情報を持って行かなくてはなりません。ただ掲載希

望が多いと枠に限りがありますので早めが良いと 

思います。 

 

【 委員会報告 】 

坪井 明   プログラム委員長 

幹事報告でもお話しました オミクロン株感染拡大に 

伴う各集会開催方法に関して 中クラブでは今後 

どのように行って行くか皆様の意見をお聞かせ頂き

たいと思います。 

 

コロナ感染拡大予防の為各部門委員会等を ZOOMで 

行ってきました。この先感染が直ぐに収まる事も無

いようですし、場合によっては次年度以降もどうな

るか分らない状況です。 

しかし例会を開催しないという事では結束力の低下

に繋がってしまうと思います。 

ZOOMは配信先を決めて招待すれば パソコンだけで

はなくスマホからも参加出来 それほど難しくないと 

解ってきました。直ぐに毎週 ZOOMという事ではなく 

ZOOMとリアルを隔週で行う事からでも良いのではな

いでしょうか。 

中クラブも 取り入れられるのではないでしょうか。 

         という意見を多数頂きました。 

今後は ZOOMを利用して例会を行えるよう準備をして 

いきたいと思います。ご協力お願い致します。 

【 お客様 】 

第８Ｇ ガバナー補佐 小林 光則 様 

先ずは IM式典内で行う 

予定でした山﨑晶弘前年度 

ガバナー補佐への感謝状授与が 

中止になってしまった為 

本日こちらで 

行わせていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMに関しましては皆様を 

お迎えする準備万端で 

おりましたが 年が明け 6日頃 

から感染者が急激に増えた為 

8日に急遽実行委員会を開催 

致しました。 

私自身の中では飲食はダメでも第 1部は行えるかな

と思っていたのですが皆様の意見を聞いております

と中止にした方が良いのではないかという意見が多

くありましたので決断となりました。 

今考えますと 12日頃より一層急激な増え方となりま

したので良かったと思います。 

松本ガバナーと話の中では先程地区から非接触型の

例会ご案内を各クラブ宛に連絡する時だったので第

8グループの IM日程に間に合わないな と地区内で

は話をしていたそうです。 

また 予定していました井上康生様の講演ですが 

楽しみにしていた方がとても多く 13日に行いました 

会長幹事会でぜひ講演だけでも別日程で行えないか

という話になり 第 8グループ 5ロータリー 合同例

会として 4月 7日（木）案がございます。 

4月の頃には落ち着いてほしいのですが、まだ難し

い問題ですので相談しながら進めて行きたいと思い

ますのでご協力よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 



【 お客様 】 

【 お客様 】 

第８Ｇ ガバナー補佐幹事 大濱裕広 様 

皆様こんにちは。 

先程小林ガバナー補佐よりお話が 

ありましたように昨年 2月から 

準備を行って参りました。 

IMは残念ながら中止いう事に 

なりました。しかしながらそれに代わる物の準備を

して参りたいと思っておりますので引き続き皆様の

ご協力、ご支援よろしくお願い申し上げます。 

 

    2021年 12月 3日（金）開催 

IM記念ポリオ根絶チャリティゴルフ大会の様子を 

越谷北クラブの方が DVDに作成して下さいましたの

で皆さんで鑑賞会を行いました 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加人数 ８５名 

          山川 純也 様    ４位 

          大野 弘会員   ３６位 

          小池 和義 会長 ５３位 

          川口 順明 様   ７５位 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 スマイル報告 】      菊地 貴光 副幹事 

＊本日は大変お世話になります。 

 ・・・・・・第８Ｇ ガバナー補佐 小林 光則 様 

＊IM中止になり残念ではありましたが、皆様の 

ご協力に感謝申し上げます。 

 ・・・・第８Ｇ ガバナー補佐幹事 大濱 裕広 様 

＊小林ガバナー補佐、大濱ガバナー補佐幹事 

ようこそ！本日も宜しくお願いいたします。 

 ・・・・・・・・・・・・・・・ 小池 和義 会長 

＊小林Ｇ補佐、大濱Ｇ補佐幹事ようこそお越し下さ 

いました。今日も宜しくお願いします。 

・・・・・・・・・・・・・・・・坪井 明 幹事 

＊小林ガバナー補佐、大濱ガバナー補佐幹事 

ようこそお越し下さいました！ 

 ・・・・・・・・・・・・・・・ 山﨑 晶弘 会員 

＊小林ガバナー補佐、大濱ガバナー補佐幹事 

ようこそ！世の中トンガの爆発による津波も心配 

でした また コロナまん延防止も心配です。 

 ・・・・・・・・・・・・・・・ 山下 良雄 会員 

＊小林ガバナー補佐様、大濱ガバナー補佐幹事様 

ようこそお越しいただきありがとうございます。 

 本日もよろしくお願い致します。 

 ・・・・・・・・・・・・・・ 秋元 志津子 会員 

＊良いお日よりで何よりです。 

 本日もよろしくお願い致します。 

 ・・・・・・・・・・・・・・ 山下 ヨシ子 会員 

＊お客様ようこそ よろしくお願いします。 

 ・・・・・・・・・・・・・・・・大野 弘 会員

＊小林ガバナー補佐様、大濱ガバナー補佐幹事様 

ようこそお越し下さいました。先日のお祝い金の 

 お礼にハート型のおせんべいをどうぞ！ 

 ・・・・・・・・・・・・・・・ 菊地 貴光 会員 

 

【出席報告】スマイル金額 16,000円 

 

 

 

 

 

 

会員数 
出席

免除 

出席

数 

欠席

数 
MU 出席率 

13名 2名 8名 3名 0名 72.2％ 


