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サンシティ越谷
＊予定が変更になることがあります

例 会 会 報

予めご了承下さい。

・例会月日 ２０２２年４月１９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 出席会場副委員長 ・発行年月日

【 会長挨拶 】

小池 和義 会長

皆さんこんにちは。

２０２２年４月２４ 日（日）

例えば セブン・イレブンを例としますと
看板はフランチャイズの各店に統一した物を配布

先日の地区研修協議会ご参加頂き

しますがイメージ戦略は各店舗で考えて下さい。

ました会員の皆さんお疲れ様でした。

とした場合セブンイレブンは繁盛しないと思うの

久しぶりにリモートではなく

です。セブンイレブン本体が多額を使用し CM や以前

多少プログラムの変更はありましたが

「開いてて良かったセブンイレブン」等のキャッチ

リアルで行われ充実した時間だったと思います。

コピーを出す事で浸透しているからです。

その中で“イマジンロータリー”という 次年度 RI

ロータリーは 1 年毎に RI テーマが来て みんなが

テーマの発表がありました。内容に関しましては

覚えきれないうちに次年度となり新しい RI テーマが

会長エレクトの方から説明を頂くとします。

来るというのが私には歯がゆい所でございます。

今年度のテーマは“奉仕しよう みんなの人生を豊か

経営学者のドラッカー氏が言う「ミッション・

にするために”ですが、みなさんは 過去の テーマ

ビジョン・バリュー」をロータリーに当て嵌めると

を覚えていらっしゃいますでしょうか？毎年例会場

「 ビジョン 」➡“ ロータリーの目的 ”

にその年のテーマ幕が掲げられ例会の時に目にして

「 バリュー 」➡“ ４つのテスト ”

はいるのですが 私は答える事が出来ませんでした。
最近の会長挨拶の中に 「ミッション・ビジョン・

に当て嵌まると思います。
しかし「ミッション」に該当するのがありません。

バリュー」 というのを設けると、会社の進むべき

各々が 例えば 会員増強として動く際 入会して

方向が見えるようになりました というお話をさせて

ほしい人に「ロータリーって何？」と聞かれた場合

頂いた事がありますが 私が独立して会社を起こす際

各々が自分の感覚等で説明してしまう。それでは

「経営理念をしっかり作っておかないといけなよ」

統一性がなくなってしまうので 非常にもったいない

と教えを受けました。その時は見様見まねで作った

と私は思うのです。

理念が 12 年間経ち“中身がぼんやりしている”と

「越谷中ロータリークラブって何をやっていの？」

思い 今回作り変えました

と問われた時に 柱になるしっかりとした答えを決め

以前から気になっていたの事がありまして

る事によって “越谷中ロータリークラブの 色”を

ロータリークラブ 公共イメージ部門に関してなので

見つけ 今後の会員増強に繋がり効果が発揮されてく

すが 地区からは 「各クラブで考えて下さい」と

るのではないかと思います。

なっています。

奉仕しよう みんなの人生を 豊かにするために
～
イマジン ロータリー

【 幹事報告 】

坪井 明 幹事

＊ハイライト米山が届きました
掲示しておきます。

市民祭り スローガン
安心・調和 明るい街づくり

＊松竹 株式会社より 歌舞伎座の

市民祭りの目的

団体観劇のご案内という事で

すべての市民がふるさと越谷を肌で

年間シート販売のお知らせが

感じ取る事が出来る出会いと触れ合いの場を

来ております

創造するために市民の手作りによる

＊株式会社 生駒時計店より会員章・テーマアイテム

市民の為の祭りを行う。

のカタログが届きました。
＊次年度地区補助金事業について

【 委員会報告 】

次年度地区補助金事業内容提出期間が 4 月 30 日

坪井 明 次年度会長

先週も少し話をしました「じんりきクイック」

次年度会長・幹事会が今週で３回目が行われますが

という事で地区に提出します。

その中で次年度ガバナー補佐が今年度に表敬訪問を

数量、送り先等に関しては次年度話し合いたいと思

希望している話がありました。

いますのでよろしくお願い致します。

そこで 中クラブではいつを希望するかと問われてお
りますので、会長と相談し日程調整を行いたいと思
いますのでよろしくお願い致します。

【 スマイル報告 】

山下ヨシ子出席会場委員長

＊先日は地区研修協議会 お疲れ様でした。

菊地貴光次年度社会奉仕委員長
＊ごみゼロ運動について

本日も宜しくお願いします。
・・・小池 和義 会長
＊先週の地区研修協議会に参加された皆さん

輪番制で幹事が回って来る

お疲れ様でした。今日もよろしくお願いします。

ごみゼロ運動ですが コロナの

・・・・・・・・・・・・・・・・坪井 明 幹事

時に中クラブが代表幹事でして
そのまま引き継いだままの状態

＊先週 欠席すみませんでした。今週から頑張ります
宜しくお願いします。・・・・・・ 仲 文成 会員

ですが今年度も５月に予定しておりました ごみゼロ

＊本日も宜しくお願いします。コロナとウクライナ

運動は コロナ感染拡大防止の為中止となりました。

放送で毎日大変です。ロシア制裁により物が高騰

ごみゼロ運動は中止になっても各奉仕団体でごみ拾

して困っております。
・・・・・・山下 良雄 会員

い等は行っております。大きな団体として行う事に

＊本日も宜しくお願い致します・・ 菊地 貴光 会員

より蜜になってしまうので中止としている状態です

＊本日も宜しくお願い致します・・田中のり子 会員

ので 今後奉仕団体等で話し合いを設けられると良い

＊桜の花も散り 目に青葉の季節になりました。

のではないかという話です。

ロータリー参加の為武里団地の中を通り抜けて

＊越谷市民祭りについて

来るのですがケヤキの新芽がとてもさわやかで

今年度の市民祭りについてのアンケートがきてお
ります。実行委員会では 会場分散化（市役所・中央
市民会館周辺だけでなく レイクタウン地区も使用し
たらどうか）の意見があります。

気持ちがいいです。本日も宜しくお願いします。
・・・・・・・・・・・・・・・秋元志津子 会員
＊お誘いいただき ありがとうございます。
・・・・・・・・・・・・・・・山下ヨシ子 会員

中クラブとしては 例年行われておりました レンジ
ャーショーはコロナ感染拡大予防の面から中止せざ
るをえないので どのような形で参加するかを決めて
いきたいと思います。
日程は 10 月 23 日（日）1 日のみとするか昨年のよう
に 10 月 15 日（土）～ 23 日（日）と期間を設ける
か という意見があります。

【出席報告】スマイル金額
会員数
13 名

出席

出席

欠席

免除

数

数

2名

8名

3名

9,000 円

MU

出席率

0名

72.7％

