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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 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 公共イメージ部門 

第 １４８４ 回 例 会 会 報   

・例会月日  ２０２２年９月６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  第４会議室 

・斉   唱   「君が代」「奉仕の理想」 ロータリーの目的・四つのテスト  

・司 会 者   秋元志津子出席会場委員長 ・発行年月日２０２２年９月 13 日

 

【 会長挨拶 】             坪 井  明 会長 
今日は、約３週間ぶりの例会です。  

皆さんお変わり無かったでしょうか？ 

８月は夏休みがあり また先週は 

夜間例会でしたがコロナ禍で中止と 

なってしまいました。 

今月の夜間例会は開催したいと思いますが、 

親睦委員長、プログラム委員長と相談させて頂きます。 

さて、先日４日（日）に山下ヨシ子会員が所属して
います日本舞踊の「菊の会」の発表会が有りまして、
素晴らしい日本舞踊を拝見させて頂きました。  

日頃の練習の賜物と思いますが、踊り手の方の頭のて
っぺんからつま先に至るその立ち振る舞いや、身体の
芯がスーと通っていて、なお且つしなやかな身のこな
しが本当にカッコイイと思いました。 

そこでふと感じた事は（これは決してこじつけで話し
をするのではありませんが・・）人の生き方も生活の
芯となる軸をブレずに生きればしなやかでカッコ良
いのだなあと思いました。 

私達のロータリクラブには『４つのテスト』と云う、 

人生の指針となる「軸」があります。私達ロータリア
ンの仲間には、人生をカッコ良くしなやかに楽しんで
いる方々を見ます。カッコ良くしなやかな人生は、 

先程の踊り手の皆さんの様に、日頃の鍛錬の積み重ね
だと思います。残された人生を、またロータリアンと
して、カッコ良く生きたいものだと思いました。 

さて、今月のロータリー月間テーマは、識字率向上
月間です。現在の日本では、この識字率向上と言って
もピンと来ないかも知しれません。世界では字の読み
書き出来ない人達が７億７５００万人全人口の 

１７％（女性は３分の２）居ます。 

読み書きが出来ないと云う事は、知識や情報が得られ
ず思考力が乏しく、将来の展望が見いだせず、生活は
貧しくなり、貧困問題や衛生問題などが絶えず起きて
きて来ます。 

親世代から子供の世代へと繋がって来る問題です。 

 

 

 

 

未だ世界中に苦しんでいる人達の事を学ぶ月間です。 

今日の卓話の菊地社会奉仕委員長の話からも学ばせ
て頂きたいと思います。 

今日もよろしくお願いします。               

 

【 幹事報告 】             小池 和義 幹事 

＊青森県大雨災害義援金ご協力のお願い 

 会員 1名当たり 500円以上×会員数 
 （ 理事会 議事録に詳細 ） 

＊ロータリー・リーダーシップ研究会 

（RLI）開催のお知らせ  (全て 9：00～17:00) 

   パート 1：2022年 12月 10日（土） 

    パート 2：2023年 1月 21日（土） 

    パート 3：2023年 2月 18日（土） 

  今回受講対象者 

① 会長エレクト、幹事エレクト、 
会長ノミニー、幹事ノミニー 

② 既にパート 1.2.3の内 受講して今回 3回 
全ての修了を希望する方 

③ 入会 5年以上で特別意欲のある方及び 
リーダーを目指す方（ 会長推薦 ） 
※5年未満の新入会員はご遠慮下さい 

＊危機管理委員会より 2022-23年度 危機管理委員会 

名簿が送付されましたので事務局に置きます。 

＊米山梅吉記念館 館報 秋号が届きましたので 

 例会場に置きます。 

＊越谷南 RC・越谷東 RCより例会予定表が届きまし 

たので例会場に貼っておきます。 

＊財団ニュース 9月号が来ましたので例会場に 

 置いておきます。 
＊2022-24年度クラブプロフィール提出 
＊シンフォニークルーズ個室貸金及びチャーター 
 プランのご案内というのがはとバスグループの 
会社より届いてます親睦委員長に渡します。 

次週インフォメーション 

９月例会場は 

越谷コミュニティセンター 

    ３階 第４会議室 です 

13 日（火）第 2 例会 13：30 点鐘 

20 日（火）第 3 例会 13：30 点鐘 

     クラブフォーラム 

    会長エレクト選出について 

27 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 



 
【 委員会報告 】 

山﨑晶弘 ロータリー情報委員長 

私事ではありますが 中クラブに 

何回か卓話に来て頂いております 
瀧田さんから「読んでいるだけ 
ではなく 投稿してみたら・・」と 
教えられ何回か投稿しまして  
友愛の広場、私の一冊という 
コーナーに掲載して頂きました。 
そして！ 
10月号に 3回目の掲載が決まりました！ 
とても嬉しく思っております。 
加えて 少しこじつけになってしまいますが 

   ロータリーの友 は今年 70周年 

  私は今年で 70歳の古希 同じ年であります(^^; 

《 今月の気になる記事 》 

   ※ 戦後国際ロータリーが復活した 

創刊時日本はひとつの地区でしたが 

1952年 4月に 2つに分かれ 

“連絡は蜜にしよう”という事から 

機関誌となったのが始まり 

（1953年 1月号創刊）だそうです。 

※「ロータリーの友」 と言う名前の由来は 

 なんと！「ビールの友」からきている!?  

   ※国連弁護団の緒方貞子さんがアメリカへ 

ロータリー財団奨学生だった頃の話 

 ※パナソニック創業者松下幸之助さんの投稿 

    「天地の恵み」 

    

           山下良雄 公共イメージ部門長 

越谷北 RCより 2021-22年度 

ガバナー補佐報告書が届きました 
本日持って来られませんでしたので 
詳細は後日ご報告致します。 

 

 
             山下ヨシ子 親睦委員長 

8月 30日予定してました夜間例会は 

コロナ感染拡大中に付き中止とさせて 
頂きました。9月 27日予定の夜間例会 
は現在の所 8月予定しておりました 
会場で行う予定でおります。 
変更がありましたらご連絡致します。 
宜しくお願い致します。 
 
 
 
 
 
 

 
【 会員卓話 】       菊地貴光 社会奉仕委員長 

今月は識字率向上月間となっていますので、越谷市の 

学校教育の現状についてお話しします 

まず教育委員会組織についてです。 

組織として、学校教育・生涯学習・ 

生涯スポーツを中心に部署があります。 

市内の学校は、小学校が 29校、 

中学校が 15校あり、各学年約 3,000人 

合計約 26,000人が通っています。 

その子ども達が学ぶ学校施設整備 

ですが。平成 20年に四川省で 

大きな地震があり学校が倒壊、 

子ども達が犠牲になったことから 

全国で耐震工事が実施されました。 

 その後、夏場の酷暑に対応する為に 

教室へのエアコン設置工事を平成 29 年夏に実施しま

した。また、コロナ禍のため学校の休校措置が取られ 

ましたが子どもの学びの保証のために約 26,000人の 

児童・生徒に 1人 1台ずつタブレット端末を購入しま

した。トイレの洋式化も進めました。最近の子どもは

家庭に和式トイレが無いことから用を足せないとい

う問題があり、令和 2年・令和 3年で体育館も含めて 

一部を残して洋式化を完了させました。 

レイクタウン地区は街開きから 15年 

近くになりますが、現在約 2万人が 

住んでいます。当然子供もそれだけ 

増えたわけですが、手狭になった学校を 

再編するために学校整備を含めた 3つの小中一貫の学

校を整備しています。また、学校の老朽化も進んでい

ますが、かつては 50 年を待たずに建て替えてきた学

校を 80 年使うための長寿命化工事を進めることにな

っています。なお、議会のたびに市長・教育長に質問

していますが、この間の 6月議会では教育長に、北越

谷駅に昔あった貴賓室、近くに鴨場がありますので皇

族方が利用されていましたが、その資料収集を提案し

ました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
【 スマイル報告 】   山下ヨシ子 親睦委員長 

＊残暑お見舞い申し上げます。 

今日宜しくお願いします。・・・・坪井 明 会長 
＊本日も例会・理事会共に宜しくお願い 
致します。・・・・・・・・・・小池 和義 幹事 

＊本日もよろしく 大きな台風も反れて一安心です 
 ・・・・・・・・・・・・・・ 山下 良雄 会員 
＊菊地さん卓話宜しくお願いします。 
 山下社長 卓話楽しみです!(^^)!・山﨑晶弘会員 
＊本日も宜しくお願い致します。 
 ・・・・・・・・・・・・・・ 菊地 貴光 会員 
＊今日は残暑が厳しいですね。台風は関東には 
さほど影響がないようですが これから台風の 
季節になりますね・・・・・ 秋元 志津子 会員 

＊お世話に成ります。・・・・・山下 ヨシ子 会員 

スマイル金額  7,000円 

  
 
 
 
 
 

◆◇◆ 第３回 議事録 ◆◇◆ 
   
① 10月・11月の例会プログラムについて 

                    ■ 承 認 
≪ 10月より例会場は 大袋に 戻ります ≫ 

10月 

 3日（月）地区大会記念ポリオ根絶＆ウクライナ 

支援チャリティゴルフコンペ 

（大利根 CC 東・西コース） 

 4日（火）理事会 11：30 

          第 1例会 点鐘 12：30 

11日（火）第 2例会 点鐘 12：30 

      会員卓話：山下良雄 職業奉仕委員長 

18日（火）第 3例会 点鐘 12：30 

      株竹ガバナー補佐 来訪 

23日（日）越谷市民まつり 

25日（火）第 4例会 ガバナー公式訪問 

11月 

 1日（火）理事会 11：30 

         第 1例会 点鐘 12：30 

 5日（土）第 8グループ 

 合同チャリティーコンサート 

    越谷コミュニティーセンター小ホール 

8日（火）第 2例会 点鐘 12：30 

    会員卓話：浅田修司 ロータリー財団部門長 

12日（土）地区大会（ロイヤルパインズホテル） 

13日（日）地区大会（さいたま市文化センター） 

15日（火）休会 

22日（火）夜間例会＊詳細後日 

29日（火）休会 

 

 

② 越谷市民まつり事業内容について 

10月 23日（日）会場は越谷市役所北側駐車場・ 

レイクタウンの 2か所での開催は決定 
越谷 5クラブの内 越谷・越谷南・越谷東の 3ク
ラブはレイクタウン駅周辺会場で行う事が決定し
ております。越谷北 RCは例年行っている子供達
が楽しめるフワフワドーム、地震体験が出来る起
震車を行う事になっております。北側駐車場は 
越谷北 RCと中クラブのみでの使用予定となって
おります。 

 例年のヒーローショーは行うか？ 

→イベント会社側に聞くと 現在は着席タイプで 
人数制限の出来るのショーのみ行っている場合 
が中心 

 ステージを用意してもらってのイベントにする 

か？ステージを使わないイベントにするか？ 
→＊ステージは使わず バルーンアート、腕に付 

けるような空気人形を子供達に配布する 
＊ステージに 11月チャリティコンサートに 
 参加してもらうグループに 来てもらう 
＊地元の吹奏楽部等に子供向け音楽の演奏を 
行ってもらう 

   ＊バルーンアートはプロに頼まなければならな 
    い そして 子供のリクエストを聞きながら 

作成しては時間がかかる 
   ＊パレード、出店が無いと レイクタウンに 

人が流れてしまい北側駐車場が寂しくなるの 
では・・ 

       等々 意見交換が行われました。 

 後日行われました 市民まつり実行委員会で 

下記事項の決議内容の報告が菊地社会奉仕委員長 

よりありました 
 
＊ヒーローショーは行わない 

＊ステージは作らない 

＊中クラブの事業は、ミニマムとしてポリオ 

チャリティーでビニール玩具をプレゼントする 

プラスして間に合えばバルーンアートを行う 

＊広報パンフレットは 10 月 1 日に自治会を通じ 

て全戸配布されますが、中クラブの事業の 

ミニマムとして“ポリオチャリティーで 

ビニール玩具をプレゼント”する旨掲載 

 
③ その他 

青森県大雨災害義援金ご協力のお願いについて 

  8月 3日からの豪雨により大規模な河川の氾濫 
が発生し大きな被害が生じております。 

  第 2770地区としましては地区の“地区災害支援 
基金管理規定”により義援金を贈る事にいたし 
ました。 
会員 1人当たり 500円以上×会員数という事で 
中クラブとしては 10,000円を特別会計より 
送金いたします。 

（ 9月 8日送金致しました：事務局 ） 

 

会員数 
出席
免除 

出席
数 

欠席
数 

MU 
出席
率 

13名 3名 7名 3名 0名 70％ 


