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◆ 会 長   坪 井  明       ◆  幹 事   小池 和義 

例会日 火曜日 １２：３０ ～ １３：３０  理事会１１：３０ ～ 

会 場 越谷コミュニティセンター ３階 特別会議室   

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 公共イメージ部門 

第 １４８２ 回 例 会 会 報 

・例会月日  ２０２２年８月９日（火）   ・点鐘時間  １３時３０分 

・例 会 場  越谷コミュニティセンター ３階 特別会議室 

・斉   唱   「奉仕の理想」 ロータリーの目的・四つのテスト  

・司 会 者   小池 和義 幹事    

・発行年月日 ２０２２年８月  日（金）   

 

 

 

 

 

 

 

 

【 会長挨拶 】             坪 井  明 会長 

本日は暑い中、越谷東クラブ 

加藤直前会長並びに３５周年 

実行委員長の栗田晴己様、そして 

越谷青年会議所市民まつり 

実行委員会より、小船理事長・ 

大野副理事長・小林事務局長立澤事務局次長の 

皆様方が表敬訪問に来て頂きました。 

有難うございます。 

先週の５日（金）には、越谷駅東口で市民祭りの 

応援隊となるアンバサダー認証式が越谷市長を 

交え各ロータリクラブ会長、各ライオンズクラブ 

会長、観光協会の方々等、賑やかに開催されました。 

当クラブから、私と小池幹事が出席させて頂きまし

た。今年の市民祭りに付いては、本日ご出席の皆様 

よりこの後にご説明を頂けると思います。 

当クラブの市民祭りの内容に付いて、これから本格 

的に議論していかなくてはならないと思っていま

す。そんな中、まだまだコロナ感染が下火を迎えま 

せん。昨日は山下ご夫妻も感染したとの連絡を受け 

ました。山下ご夫妻は、幸いにも軽い症状との事で 

したので少し安心しているところです。熱中症対策 

やコロナ対策をしながら、この時期を乗り切って頂

きたいと思います。 

さて今年度の例会プログラムに付いてプログラム 

委員会山﨑委員長より提案を頂きまして、 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

ロータリー月間テーマに沿って、その月の卓話の 

担当者を決めさせて頂き、年度計画書に記載しまし 

た。８月度は会員増強月間ですので、会員増強 

部門長の大野さんに卓話をしていただく事になり

ました。９月の月間テーマが基本的教育識字率向上 

月間ですので、菊地社会奉仕委員長にお願い致しま 

す。また、第一例会の誕生・結婚祝いの際には、 

誕生月・結婚月の方から卓話を頂く事となりますの

で、皆様宜しくお願い致します。 

各委員会が工夫を凝らしこの一年間を 

「自分が主役！」として、楽しく活動して頂きたい

と存じます。 

今日の越谷市も暑いと思います。体調に気を付けて 

この夏を乗り切って行きたいと思います。 

本日もご出席を有難う御座いました。  

 

【 幹事報告 】             小池 和義 幹事 

＊越谷東 RC 越谷北 RC 越谷南 RC 

 より例会プログラムが届きました 

ので掲示します。 

＊越谷北 RC より先日行われました 

越谷ジュニア甲子園野球大会の様子 

が掲載された会報が届きました。 

＊ガバナー月信８月号が届きましたので本日配布 

致します。 

 

次週インフォメーション 

16 日（火）休会 

20 日（土）移動例会＆暑気払い 

 観劇「頭痛肩こり樋口一葉」 

  10：30 集合出発 

 新越谷駅西口ロータリー 

＊詳細別紙 

30 日（火）夜間例会 ＊詳細後日 

＊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 ≫  越谷東 RC 直前会長 加藤 盛也 様 

        越谷東 RC 35周年実行委員長 栗田 晴巳 様 

     越谷青年会議所 理事長 小船 隆一 様 

            副理事長 大野 聡史 様 

       市民まつり事務局長 小林 仁 様 

           事務局次長 立澤 貴明 様 



＊地区事務所より夏季休業のお知らせ 

  ８月１０日（水）より１５日（月） 

   緊急連絡先：地区幹事 近藤雅透 

           090-8510-0253 

＊地区事務所より ガバナー公式訪問の卓話時間が 

 実質 40分程となりますので スケジュール準備 

 お願いします。 

＊地区管理運営部門クラブ活性化委員長より 

 卓話者バンクに登録頂いております 

 田中のり子会員へ継続の確認がきています。 

 ➡ 田中会員より継続と返信頂きました。 

＊地区補助金を活用したプロジェクト始期と 

振込に係る案内が届きました。 

８月下旬に財団より補助金の振込その後 

地区より各クラブに振込予定 

 

 

【 ゲストのご挨拶 】           

越谷東 RC 直前会長 加藤 盛也 様   

皆さんこんにちは 

本日は昨年度 5月 15日に行われ 

ました 越谷東クラブ創立 35周年 

記念式典を開催させて頂きました 

御礼に伺いました。 

本来ならもっと早く伺わなくてはなりませんでし

たがスケジュールの関係で本日になってしまいま

した。当日は越谷中クラブのメンバー皆さんにも

ご参加頂きました。コロナウイルス感染拡大の中

ではありましたが予定通り全てを開催する事が出

来、その後感染者が出たという話しもなくホッと

している所でございます。 

また 参加して頂きました皆様から沢山評価して頂

いておりますが式典が良かったのは叡明高等学校

合唱部の皆さん、そして吹奏楽部の若いパワーと 

楽観的だった私達が運良く上手く合ったという事

からだと思っております。 

そして 参加して頂きました会員の方々 そして  

企画している会員の強靭な免疫力が大成功に繋が

ったと思っております。皆様本当にありがとうご

ざいました。 

 

越谷東 RC 35周年実行委員長 栗田 晴巳 様 

35周年記念式典にご参加頂きまして 

ありがとうございました。 

コロナ感染拡大中でしたので 

越谷保険センターに AI顔認証式 

サーモセンサー計測器を周年記念品 

として高額な金額をかけて寄贈しました。 

太っ腹でとても良かったのですが・・式典に掛け

る金額を節約して行わなければならなくなってし

まいました。限られた予算でしたので 有名な講師

をお願いする事が出来ません・・そこで 10月に 

第 20回 越谷市高校野球大会を行なった時 

入場行進時“栄冠は君に輝く”を吹奏楽部の演奏

で合唱部に歌って頂いたのを思い出し 

「これだ！」と思い直ぐにお願いしにいきますと

快く OKして頂けました。 

ただ 打合せを行っていくうちに吹奏楽部、合唱部

の部員が 150人位と知りました。自分が学生の頃

は 30人位でしたので 驚きでした。そして 彼らが

いつも演奏するのは 大ホール！私たちが準備して

いるのは小ホール！そこで舞台を少しでも広く使

えるように音響版等を引き彼らに明一杯入っても

らいました。また 吹奏楽部の演奏後合唱と思って

いたのが「うちは合唱部からです」と言われ限ら

れた時間にスライドを見て時間を配慮しました。 

裏の話をさせて頂きましたが 舞台いっぱいの学生

による合唱 そして 吹奏楽部の演奏が 迫力ある 

素晴らしい物となり出席して頂いた方々から 

「良かった」という御言葉になり私達も喜んでお

ります。 

もう一つ 懇親会会場の看板 実は当日朝まであり

ませんでした。なぜなら 注文し忘れていたので

す！会員に看板屋さんがいましたので 無理言って

急遽作成してもらったという話もありました・・ 

こんな裏話がありましたが 「せっかく来て頂いた

お客様への食事だけは最高のものを！」という意

見がありましたので 頑張らせて頂きましたがいか

がだったでしょうか?!ありがとうございました。 

 

越谷青年会議所 理事長 小船 隆一 様 

           副理事長 大野 聡史 様 

      市民まつり事務局長 小 林  仁 様 

           事務局次長 立澤 貴明 様 

 

こんにちは 例会の貴重なお時間の中 

令和 4年 第 47回越谷市民まつりを 

PRさせて頂きます事感謝申し上げます。 

先日の会議には坪井会長に出席頂き 

ありがとうございます。 

おかげさまで小学生 ～ 短大生のアンバサダー6名 

を選出する事が出来まして 

越谷市民祭りを未来に繋ぐ為 また 一体感を持っ

た開催が出来る為に協力して頂きます。 

一昨年はコロナ感染拡大につき中止、昨年は形を

変えての開催でしたが今年は新型感染症としっか

りと向かい合いながらの開催となります。 

会場としてレイクタウンアウトレット横の広い 

駐車場の半分、レイクタウン駅前公園２つを利用

させてもらう事となりました。 

若い世代もしっかり取り込んで未来に繋ぎ  

３４万人都市を一つにする為の市民まつりとして 

開催させて頂きます 

基調テーマ 

「 安心 ・ 調和 ・ 明るいまちづくり 」 

開催テーマ 

「 ONE CITY KOSHIGAYA 」 

（ 越谷をひとつに ） 



 

               

               

                 

                 

                

                  

                 

    ONE  CITY  KOSHIGAYA 

            ～ 一人一人が輝けるまち ～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 会員卓話 】           

会員増強維持部門 大野 弘 部門長 

今秋から変わっていくお金に関する事 

等 私の本業の話を本日はお話させて 

頂きます。 

（ 配布した資料に基づいて ） 

〔 埼玉県の最低賃金 

31円引き上げ 987円 〕 

21年度 28円増を上回り過去最高を更新し 

22年度 31円引き上げ 1時間 987円となります。

（ 10月 1日から適用 ） 

〔 令和 4年度 

雇用保険料率のご案内 〕 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〔 育児休業・介護休業等育児又は家族介護を行う 

労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の 
一部を改正する法律の概要 〕 

10月より大企業のみではなく全ての企業が対象 

となる 育児・介護休業法（所謂 パパ育休）が 
始まります。 
男性は出生直後より育児休暇が取れるようになり
ます。奥さんが育休してもダブルで取れます。 
 

 改正内容（ 新制度内容 ） 

① 子の出生後 8週間以内に 4週間取得可能 
② 原則 休業の 2週間前までに申出る 
③ 分割して 2回取得可能 
④ 休業中の就業は労働者の意に反したものと

ならないよう 労使協定を締結している場合
に限り 労働者と事業主の合意した範囲内で 
事前に調整した上で休業中に就業すること
を可能とする。 

＊育児休業中 原則 社会保険料は免除になります 

＊会社は育児休暇の説明しなければならない 

制度が有る 

〔 フリーランスとして安心して働ける環境を 

整備するための ガイドライン 〕 
皆さんが利用している Uber Eatsの方は従業員で
はなく 1人社長 フリーランスです。 
また 兼業・副業を認めていきましょうという方向
になっております。 
 
【 スマイル報告 】  菊地貴光 社会奉仕委員長 
＊坪井会長、小池幹事年度がスタートしてご挨拶 

が遅くなりました本年も宜しくお願いします。 

 ・・・・・・・・・・越谷東 RC 加藤 盛也 様 

＊東クラブ 35周年式典にたくさんの方にご参加頂 

きましてありがとうございました。お陰様で 

無事に終える事が出来ました感謝申し上げます 

 ・・・・・・・・・・ 越谷東 RC 栗田 晴巳 様 

＊越谷東クラブ 加藤直前会長 

 越谷東クラブ 栗田実行委員長 

 越谷青年会議所 小船理事長 大野副理事長  

小林事務局長 立澤事務局次長 ようこそ  

お越し下さいました・・・・・・坪井 明 会長 

＊東クラブ 加藤直前会長 栗田 35周年実行委員長 

 青年会議所 小船理事長 大野副理事長  

小林市民まつり事務局長 立澤事務局次長 

ようこそ！ 暑い中 お越しいただきありがとう 

ございます！・・・・・・・・ 小池 和義 幹事 

＊お客様ようこそ・・・・・・・・ 仲 文成 会員 

＊東クラブ 加藤パスト会長 栗田 35周年 

実行委員長 ようこそ！・・・・山﨑 晶弘 会員 

＊お客様ようこそ 皆さん暑い中のご出席 

ありがとうございます・・・・ 菊地 貴光 会員 

＊ゲストの皆様猛暑の中 お越し頂きありがとう 

ございます。本日 宜しくお願い致します。 

・・・・・・・・・・・・・秋元 志津子 会員 

スマイル金額  12,000 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 54％ 


