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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 １４９０ 回 例 会 会 報 

・例会月日  ２０２２年１０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     

・斉   唱   「奉仕の理想」 

・司 会 者   秋元志津子出席会場委員長 ・発行年月日２０２２年１０月３０日 

・お 客 様    第 8 グループ ガバナー補佐    株竹 眞次 様 

        第 8 グループ ガバナー補佐幹事  杉下 智 様 
 
【 会長挨拶 】             坪 井  明 会長 

本日は お忙しい中ガバナー補佐  

株竹眞次様 ガバナー補佐幹事 

杉下 智様お越しいただきまして 

ありがとうございます。 

週末に越谷市民まつりという 

大きな行事があり  

来週 25日いよいよ中クラブのガバナー公式訪問と 

いう事で 予行練習のようなレクチャーをさせて頂き 

たいと思います。 

第 8グループの中では 1番最後の公式訪問という事 

で 他クラブでの色々な情報を聞かせて頂けると 

皆様も緊張が和らぐのではないかと思います。 

今日は内容が盛りだくさんですので 例会の時間が 

延長される事も予想されます。 

大野 SAAの許可を頂き行いたいと思いますので 

宜しくお願い致します。 

 

 

【 幹事報告 】              小池 和義 幹事 

＊明日 19日（水）会長・幹事会 

 及び 第 3回 ポリオ根絶チャリティ 

コンサート 合同会議が行われます。 

18：30より サンシティホール  

第 4会議室 

＊越谷東ロータリークラブより 

 例会予定表が届きましたので掲示します。 

＊公共イメージ部門より 2021-22年度一年間を通し 

て配信しておりました YouTube動画「未来の扉  

～ まっチャンネル」総集編が配信されましたので 

ご案内致します。13分 20秒より 

松本パストガバナーの声が始まります！ 

 

 

 

＊ハイライト米山が届きました。 

＊日本経済新聞 広告掲載日のお知らせ 

 全国版広告が 

 2022年 10月 18日（火）に決定しました。 

 

【 委員会報告 】     山下ヨシ子 親睦委員長 

  本日 「クリスマス例会」のご案内を配布させて 

頂きました。 

日時：12月 18日（日）18：00 ～ 

場所：浅草ビューホテル 25階 

 11月 29日（火）までにお申し込み下さい 

  たくさんのご参加お待ちしております 

【 お 客 様 】    

   第 8グループ ガバナー補佐  株竹 眞次 様 

皆様 こんにちは 本日 2回目の 

訪問でございます。 

前回は ENDポリオという事で 

ポリオのお話をさせて頂きました。 

今回はフォーラムの開催や 

名刺交換をしたりという方式に 

なった事は 地区間、グループを超えた人の繋がりを

作る また 仕事においても生かしてもらいたいとい

う事をロータリーを通して勉強して頂きたいという

細渕ガバナーの意図であったのだと地区セミナーに

私が参加して感じました。 

１番感じた事は 最初に行われました 公共イメージ

と会員増強維持部門のセミナーでの中で 毎年年度初

めに行われております 会員増強の報告 これが重要

課題であることです。 

パストガバナーの中川さんより会員状況の推移をグ

ラフで説明してました。どこのクラブもそうかも知

次週インフォメーション 

23日（日）越谷市民まつり 

     北側駐車場 8：30 集合 

    ＊詳細スケジュールは 

     別紙配布 

25日（火）ガバナー公式訪問 

    ＊タイムスケジュールは 

別紙配布 

＊予定が変更になることがあります 

 予めご了承下さい 



れませんが 特にコロナが始まってからの会員の減少

がかなりの降下となっております。 

という事で来週の細渕ガバナー公式訪問で現在の状

況に関するお話も出て来るかと思いますのでクラブ

の方策をお話して頂きたいと思います。 

ポリオに関してですが  

ジェニファー・ジョーンズさんより 

ニューヨークのマンフォールから 

ポリオウイルスが発見された 

というメッセージが届きました。 

ポリオウイルスは口から体内に入り 

ますが気づかない間に感染した人から 

排出されたウイルスが下水に 

流れ込んだ可能性があるとみています。 

今年度第 8グループでは 10月 24日ポリオデ―前

日 10月 23日市民まつりから ポリオ撲滅キャンペー

ンののぼりを立て 募金活動にご協力頂きたいと思い

ます。また 明日の会議でポスターが配布出来ると思

いますので 11月 5日行われますポリオ根絶チャリテ

ィコンサートの際募金活動を行って頂きたいと思い

ます。 

 

第 8グループ ガバナー補佐幹事     杉下 智 様 

皆様こんにちは 以前こちらに 

お伺いさせて頂いたのは 夏でした。 

その時も感じたのですがこちらの 

例会場はとても日当たりが良く 

太陽の光線を浴びながら  

緑の景色を見ながらお話が出来るの 

が最高だと思います。今工事が進んでいるようで 

今後は景色も変わって行くでしょうがとても 

ワクワクします！このワクワク感こそが 11月 5日に 

開催されます 5クラブ合同ポリオ根絶チャリティ 

コンサートだと思います！ 

新越谷駅前、そして会場入口で行います募金活動で

す。元気にしっかりした言葉で“ポリオのために”

と発し老若男女が募金箱にお金を入れて頂く様子が

今私がワクワクしながら頭に描いております。 

少し私の話をさせて頂きます。 

私は薬屋ですが 埼玉県より要請があり 協力させて

頂いておりますが 抗原検査・PCR検査 この半年間

で数千人の方が検査を受けに来ました。検査の目的

は不安であったりもしますが 旅行目的というのもあ

ります。2回までワクチン接種済の人、接種証明を

紛失してしまった人・・ 

8年後の 札幌オリンピックなどの期待があるので 

為替がどうの・・インフレどうの・・は関係ないな 

と感じられるのが ワクチン です。 

ワクチンの歴史は 300年前です 日本にポリオが無く

なったのはワクチンのおかげです。その前の天然痘 

これが撲滅したのは 35年前です。 

私の所に 検査に来られるになぜワクチン接種        

しないのか？と問うと「死ぬから・・」という人が 

います。 

ワクチン接種では死にません！そういう方に 

ワクチンの歴史をお話してあげます。そうすると 

ワクチンに対する考え方が変わるのです。 

正しい事はしっかりと伝えていく！この姿勢こそが 

チャリティコンサートではなかろうかと思っていま

す！みんなで頑張りましょう！皆様ご協力宜しくお

願いします！ 

 

 

【 スマイル報告 】   山下ヨシ子 親睦委員長 

＊クラブ協議会 宜しくお願い致します。 

 ・・・・・・・・・・・・株竹眞次 ガバナー補佐 

＊本日訪問をさせて頂きました。よろしくお願い 

します。・・・・・・・杉下 智 ガバナー補佐幹事 

＊株竹ガバナー補佐、杉下ガバナー補佐幹事 

 ようこそお越し下さいました。 

 今日は色々ご指導の程 宜しくお願い致します。 

 ・・・・・・・・・・・・・・・・坪井 明 会長 

＊株竹ガバナー補佐、杉下ガバナー補佐幹事 

ようこそ！本日ご指導よろしくお願い致します。 

・・・・・・・・・・・・・・・ 小池 和義 幹事 

＊ガバナー補佐 株竹様、ガバナー補佐幹事 杉下様 

 本日は宜しくお願いします。・・・山下 良雄 会員 

＊株竹ガバナー補佐、杉下ガバナー補佐幹事  

ようこそ(^^)/ 私事ですが この度札幌で秋の   

国土交通大臣より功績者表彰を頂きました。 

・・・・・・・・・・・・・・・山﨑 晶弘 会員 

（次会に詳細をお聞きしたいと思います！） 

＊お客様ようこそ。・・・・・・・・・大野 弘 会員 

＊株竹ガバナー補佐、杉下ガバナー補佐幹事 本日 

 お忙しい中ありがとうございます。ご指導宜しく 

お願い致します。・・・・・・・秋元 志津子 会員 

＊ガバナー補佐 株竹様、ガバナー補佐幹事 杉下様 

 お忙しい中 本日はありがとうございます。 

 ・・・・・・・・・・・・・・ 山下 ヨシ子 会員 

スマイル金額  15,000 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％ 

 ガバナー補佐 株竹眞次様  

ガバナー補佐幹事 杉下 智様 

本日は有り難うございました。 

 
 


