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会長卓話 

 

長谷川 真也 会長 

皆様こんにちは。3回目の会長卓話になりますがま

だ慣れていません。ガバナーより、「ロータリーに関す

る卓話をするように」と言われており、私なりにロータリ

ーに関する卓話をしていきたいと思っています。 

木村会員、川島会員から、活性化に繋がるクラブ

内での同好会活動をしていきたいとのお話をいただ

いています。 

インターネットで調べたところ、全国のロータリークラ

ブでいろいろな同好会がありました。ゴルフの同好会

を行っているクラブが一番多かったのですが、面白い

ものとして釣り、野球、30年以上活動している麻雀同

好会、南 RC さんのハイキング、その他各地域でいろ

いろな同好会があるようです。 

当クラブにおいても、例会場内に大きなボードを設

置し、発起人が同好会の概要を記入し、気の合う

方々で同好会活動を行っていただくようにできれば、
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1．点鐘 
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5．幹事報告 
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と思っています。 

木村会員からはいくつかの案をお聞きしており、川

島会員からは野球をやってみたいと聞いています。

当クラブでも野球経験者が数名いるということで、川

島会員を中心に集まっていただければ、私も高校時

代に経験していますので入会したいと思います。 

野球について調べてみたところ、びわ湖八幡RCさ

んでは「全国 RC野球大会」という、登録された全国

の RCによる甲子園での野球大会があるようです。お

およそ 30 クラブが登録しているようです。登録費は

40万円、記念誌が 3万円、前夜祭が一人 7千円で

すので、前夜祭に 10名が参加すると約 50万円かか

ることになります。50万円かけて甲子園で野球をする

ことが高いのか安いのかは分かりませんが、全国には

このような大会もあるということです。 

小さい輪を広げてクラブが活性化すれば、増強に

も繋がると思います。私も同好会活動の発展に力を

入れたいと思っております。 

本日は部門セミナー報告です。各委員長より発表

していただきますので、よろしくお願いいたします。私

はすべてのセミナーに参加しました。これまでは話を

覚えていないこともありましたが、今年は最後まで聞き

ました。皆様も本日の報告をしっかり聞いていただき、

地区の動き、そしてガバナーを輩出する心構えを勉

強していただければと思います。 

 

幹事報告 

 
大島 直幸 幹事 

・地区より、先週もお伝えしましたが九州北部豪雨災

害義援金ご協力のお願いが届いており、締切が 7

月31日となっております。先週、ご協力をいただけ

なかった方がいらっしゃいましたら、お願いいたし

ます。 

・越谷市民まつり実行委員会より、ご協賛のお願いが

届いております。 

・杉山さん、伊丹さんに給料と賞与をお支払いいたし

ました。 

・大熊会員より、移動例会用に使用しているキーボー

ドの箱が傷んでいたので、職業奉仕の一環として

段ボールで作っていただきました。この場を借りて

御礼申し上げます。 

・越谷ジュニア甲子園野球大会始球式終了後、第 2

回理事・役員会を開催しますので、理事・役員の方

はお残りください。 

 

委員会報告 

親睦活動委員会：大濱 裕広 委員長 

8月 5日（土）、ステラポラーレにて納涼例会を行い

ます。場所は草加で、レイクタウンからタクシーで 5分

位の場所です。例会が 18:30 より始まり、30分前の

18:00 より受付開始となります。なお、親睦活動委員

会の皆様におかれましては 15時に集合し、会場設

営があります。よろしくお願いいたします。 

 

青少年奉仕委員会：並木 勇一 委員長 

コリンさんの出国が、7月31日18時成田発の便に

決まりました。小林光則会員が見送りを予定していま

す。見送り希望の方は小林光則会員まで連絡を入れ

てください。こちらを 16時ごろ出発する予定と聞いて

おります。 

8月 26日（土）にインターアクト年次総会を獨協大

学講堂にて行います。皆様、ご協力のほどよろしくお

願いいたします。 
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社会奉仕委員会：深野 秀樹 委員長 

8月 2日（水）は、越谷ジュニア甲子園野球大会で

す。皆様におかれましては 7:30に集合、社会奉仕委

員会メンバーは 7:00に集合していただきます。8:00

より開会式を予定しております。開会式終了後に例

会を行い、例会終了後に長谷川会長の始球式となっ

ておりますので、時間厳守でお集まりいただきますよ

うご協力をお願いします。服装は、白いロータリーの

帽子と紺のロータリーのポロシャツ、スニーカーでご

出席ください。 

8月 1日 16:00 より委員会メンバーで前日準備を

予定しておりますので、時間のある方や近くに立ち寄

られた方はお手伝いをお願いします。 

 

出席・会場運営委員会：須賀 篤史 委員長 

8月の例会は大変変則的なため、1 ヶ月の例会予

定をまとめた FAXを後程お送りします。お間違えの

無いようお願いします。 

8月の例会場での例会は 23日のみですので、そ

れ以外はお越しにならないようにしてください。 

 

内部卓話 

 

地区部門セミナー報告 

 

－公共イメージ部門－ 

 

松﨑 義一 公共イメージ部門委員長 

7月 8日(土) 大宮ソニックシティ市民ホールで行わ

れました地区公共イメージ部門・会員増強維持部門

合同セミナーに、長谷川真也会長、関森初義会員増

強維持委員長、松﨑の 3名で出席をしてまいりまし

た。 

大貫等ガバナーは、次のように述べられておりまし

た。 

「公共イメージとは、より具体性を持っての行動です。

特にロータリーロゴを表示すること、奉仕活動を公共

の面前で行うこと、メディアに載ること、ポリオ撲滅募

金活動を行うこと、それらはなぜ行うのか。それは言う

までもなく同じ精神を持った仲間を増やすためです。

沢山の会員がいれば、恵まれない人々により多くの

救いの手が差し延べられる、困っている人々により多

く喜んで貰うことができる、と考えられるからです。」 

今回の部門セミナーのメインは、グループディスカ

ッションでした。4 クラブでテーブルを囲みディスカッ

ションを行いました。テーマは、以下の 3つでした。 

 

1.何故増強が必要なのか? 

2.女性会員を、増やすには? 

3.自クラブで、広報委員会と会員増強委員会で、増

強の為にどんなことをやっていきたいか? 

 

上記の意見の結果は、改めて地区よりご報告がご

ざいます。 

 

－会員増強維持部門－ 

 
関森 初義 会員増強維持委員長 
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7月 8日（土）に大宮ソニックシティ市民ホールにお

いて公共イメージ部門との合同セミナーを受講してき

ました。 

各グループに分かれ、地区内のクラブとのテーマ

に基づき、グループセッション方式での意見交換がな

され、テーブルマスターによる代表発表があり、最後

に総括として地区研修委員の渡邊和良氏による講評

で締めくくりました。 

そのときの会員増強維持委員会の資料より抜粋し

たものをご参考にしていただき、若干の説明をしたい

と思います。 

 

第 2770地区会員増強維持部門からのお願い 

1.行動をしなければ、増強は、出来ないということ。 

2.熱意がなければ、増強は、出来ないということ。 

3.会長が、意識しなければ、増強は、出来ないという

こと。 

4.増強の企画をしなければ、増強は、出来ないという

こと。 

 

取り組み例（2017年 PETSから） 

・歓迎会の開催、カウンセラー制度、勉強会を行う 

・パンフレットや垂れ幕を作成し魅力や楽しさを広報

する → 8月中を目途に作成 

・クラブフォーラムや家庭集会を開催し候補者をリスト

アップして勧誘する → 会員増強フォーラムの実施 

・JC、YEGなどのOB会員の人脈を使う、・若い会員

や新会員に紹介していただく、・ベテラン会員やパス

ト会長に紹介してもらう → 老壮青 4グループ編成 

・例会や親睦行事などに招待し楽しい例会を目指す 

→ 納涼例会 

・職業分類の穴を埋めるようにする 

 

 

 

 

－ロータリー財団部門－ 

 

吉澤 晴雄 会長エレクト 

7月 15日（土）に大宮清水園にて開催されました、

ロータリー財団セミナーの報告をいたします。当クラ

ブからも長谷川真也会長、大島直幸幹事をはじめ、

小林操ガバナーノミニー、地区ロータリー財団部門資

金推進委員会中澤伸浩会員、補助金委員会大熊正

行会員、資金管理委員会宮﨑敏博会員、そして鈴木

英男会員とたくさんのメンバーが出席いたしました。

誠にご苦労様でした。 

13:30～14:00例会同様のセレモニーと大貫ガバ

ナーをはじめとする挨拶がありました。 

14:00～15:10各委員会（資金推進委員会、ポリ

オ・プラス委員会、補助金委員会）の活動報告が行わ

れました。特に補助金委員会では、グローバル補助

金事業事例発表として「吉川RCが実施した、フィリピ

ンにあるハービー小学校の老朽化した校舎の改築」

の事業紹介がありました。 

休憩をはさみ、15:25～17:10地区補助金委員会

より、2016-2017年度地区補助金事業事例発表があ

りました。 

・大宮シティ RC「大宮フリーマーケット」を利用した奉

仕活動 

・杉戸 RC「杉戸町音楽祭」の開催 

・さいたま欅 RC「福島子どもサポートプロジェクト」 

・幸手 RC「マニラ近郊のロータリークラブとの協同事

業」 

・浦和中 RC「タイ・チェンライへの浄水器設置・図書
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寄贈事業」 

また、財団奨学・平和フェロー・学友委員会より、今

は世界で活躍している平和フェローシップの卒業生

による活動報告が行われ、寄付が有効に使われてい

ることをご理解いただけたと思います。 

ロータリー財団は、「世界で良いことをしよう」すなわ

ち「ロータリアンが健康状態を改善し、教育への支援

を高め、貧困を救済することを通じて、世界理解、親

善、平和を達成できるようにする」を使命としていま

す。 

 

－米山記念奨学部門－ 

 
長谷川 真也 会長 

米山記念奨学部門セミナーはディスカッション形式

で行われました。北クラブはセクションリーダーとなり、

鳩ヶ谷RC、さいたま大空RC、桶川RCの 4クラブで

ディスカッションを行いました。 

大きな話題になったのは寄付の集め方でした。当

クラブでは米山月間に委員長が中心となって寄付金

を集めていると話しました。他クラブでは、越谷東 RC

さんの集め方を真似して、ニコニコ BOXを置き、スマ

イル・財団・米山の欄があり、そこにチェックをして寄

付をする、という話を聞きました。毎回集めるには効

率がいいそうです。参考までに社会奉仕委員会さん

にこの用紙を渡しますので、検討してみてください。 

当クラブでは例年 100％近いご寄付をいただいて

おりますが、今後、これまでと同様に米山月間に集め

るのかどうかについて、皆様からもご意見をいただけ

ればと思います。 

米山は財団と比べ、クラブに負担がないので受け

入れやすいという話もありました。財団奨学生は受け

入れたくないが米山奨学生は受け入れてもいい、と

いうことです。当クラブでも前年度コリンさんを受け入

れましたが、クラブの負担は 100万円程度になったと

思います。米山については地区より補助金が出るの

で小さいクラブでも受け入れられることから、財団に

ついても考えていただきたいという意見がありました。 

当クラブでは越谷市民まつりでポリオ撲滅の募金を

しておりますが、イベントごとに箱を置き、集めた寄付

の一部を米山や財団に回しているクラブもあるそうで

す。当クラブでも寄付の集め方については考えてい

きたいと思います。 

 

      

・本日、部門セミナー報告、よろしくお願いします。 

                         長谷川真也 

・本日もよろしくお願いします。       大島直幸 

・毎日暑くていやになりますね！！皆さん体調に気

をつけましょう！               大熊正行 

・世界平和の為に。本日早退します。   松井昭夫 

・世界平和のために。 

       関森初義・佐藤要・市川洋和・大濱裕広 

・各部門委員長さん、セミナーご苦労様でした。 

                     宮﨑敏博・小林操 

・前回欠席して申し訳ございませんでした。 

                     中澤伸浩・伊藤純 

・本日、母の三回忌にて欠席させて頂きます。奉仕

の気持ちを大切に！              菅山浩 

・本日もよろしくお願い申し上げます。日々、奉仕の

気持ちを大切に！               新沼徹 

 

 

ススママイイルル報報告告 
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出席報告 

 

会員数            53名 

出席免除者         16名 

出席者            38名 

欠席者            15名 

出席率            86.3% 

 

 

8月 2日 移動例会 

             越谷市民球場於いて 

 

会長卓話 

 
皆様おはようございます。 

おかげさまで天候にも恵まれ無事、ジュニア甲子園

を迎えることができ会員の皆様、朝早くからご協力あ

りがとうございます。 

いよいよ越谷北ロータリークラブ主催として 9回目

を迎え、子供達もレベルの高い試合に全力を出して

臨んでほしいと思います。 

私の始球式もありますので肩を作って準備をしてお

ります。全力投球で臨みたいと思います。 

また、今週末の 5日.土曜日には、納涼例会がござ

います。予想より参加人数がまだまだ集まっておりま

せん、会員の皆様のご家族、ご友人各事業所の方々

へもお声がけいただきより多くのご出席をいただけま

すよう宜しくお願い致します。 

 

幹事報告 

 
8月5日納涼例会がございます。会長からもございま

したが、より多くの出席をお願いします。 

 

委員会報告 

 
親睦委員会 ： 大濱 裕宏委員長 

納涼例会の件ですが、雨天の場合でもステッラポラ

ーレの店内で開催いたしますので中止となることはご

ざいませんので宜しくお願い致します。駐車場もござ

いますがなるべくタクシーなど乗り合いにてお集まり

いただけますよう宜しくお願い致します。服装につい

ては自由です。現在の登録は、北クラブ約 60名、中

クラブから 17名合計 77名となっております。100人

目指しておりますので宜しくお願い致します。また、

親睦委員会の皆様は、朝 9時香取神社集合となって

おりますのでご協力の程宜しくお願い致します。 
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社会奉仕委員会 ： 新沼 徹委員長 

皆様開会式ありがとうございました。大変緊張しまし

てすみません。勉強させていただきました。ジュニア

甲子園が本日より 9日までの間開催されます。皆様

お時間の許す限り選手の応援に来てくださいますよう

お願い致します。また、J:COM TV様の取材陣も見

えています。本日の 20時 30分からと 23時からこの

開会式の模様が放送されます。是非、ご覧くださいま

すよう宜しくお願い致します。 

地上デジタル 11チャンネルです。 

本日から 9日までの 1週間宜しくお願い致します。 

 

お客様紹介 

 

 
第 2770地区 ガバナー補佐 

加藤 盛也様 

 

越谷ロータリークラブ 

会長 安濃 和正様 

 

 

越谷ロータリークラブ 

幹事 吉澤 行雄様 

 

 

越谷南ロータリークラブ 

会長 赤松 則宏様 
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八潮中学校 野球部顧問 

松本 健太様 

 

出席報告 

 

会員数            53名 

出席免除者         16名 

出席者            38名 

欠席者            15名 

出席率            86.3% 

 

 

 

 

平成 29年 8月 2日 

（越谷市民球場に於いて） 

開会式～ 

 

 

 

 

深野委員長よりあいさつ 

 

御来賓の方々 

 

長谷川会長による始球式 

越越谷谷ジジュュニニアア甲甲子子園園野野

球球大大会会 
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第９回優勝校 

越谷市立北陽中学校 

 

越谷ジュニア甲子園野球大会。暑い日が続く中、ご

協力頂いた皆様、お疲れ様でした。 

そして、素晴らしい試合を見せて頂いた参加チー

ムの皆様、ありがとうございました。 

 

大会結果 

優勝  越谷市立北陽中学校 

準優勝 越谷市立光陽中学校 

第 3位 私立獨協埼玉中学校 

第 3位 越谷市立平方中学校 

 

 

 

 

 

平成 29年 8月 5日 

（草加ステッラポラーレに於いて） 

 

 

長谷川会長よりあいさつ 

 

越谷中ロータリークラブ 

会長 中村 隆雄 

 

納納涼涼例例会会 
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伊藤会員・新沼会員によるタヒチダンス 

 

 

 

 

大変多くのご方々にご参加を頂き、楽しい納涼例

会が盛大に開催された。偏に、親睦委員会の皆様を

はじめ、関係者の準備やご苦労が有っての事とお礼

申し上げます。有難うございました。 
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