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会長卓話 

 
長谷川 真也 会長 

皆様こんにちは。本日も暑い中、例会参加有難う

御座います。本日は、幹事のお陰で素晴らしい年度

計画書が出来ました。今日は、私が入会してからの

16冊の年度計画書の卓話をいたします。 

多分表紙には、歴代の会長さんの思いがあると思

います。今年度の表紙の猿の写真は、私と幹事が猿

年生まれで縁起を担いで表紙にしました。 

16冊の年度計画見ていて発見したのが、故石川

輝次会員が撮った写真が 5冊表紙に使われていたこ

とです。（太田年度ブータンの写真、長島年度シラコ

バトの写真、宮崎年度世界大会の写真、石川年度越

谷ジュニア甲子園野球大会の写真、松井年度カワセ

ミの写真） 

第 2010回 例会記録   No. 2 

平成 29 年 7月 12日 

司会 ： 近藤 慎悟     編集 ： 江口 公晴 

会 次 第 

1．点鐘 

2．ロータリーソング  「我等の生業」 

3．お客様紹介 

  越谷南 RC会長 赤松 則宏 様 

  越谷南 RC幹事 石川 勝利 様 

  東京練馬西 RC会長エレクト 榎本 孝之 様 

4．会長卓話 

5．幹事報告 

6．お客様挨拶 

7．3分間ロータリー情報 

  松井 昭夫 会員 

8．委員会報告 

9．スマイル報告 

10．出席報告 

 

【例会後】 第 2回クラブ協議会 

次回例会案内 平成 29年 7月 26日 

ロータリアンの行動規範 

公共イメージ部門・ロータリー財団部門・ 

米山記念奨学部門セミナー報告 

例会日 ：毎週水曜日 12：30～13：30                                  会 長 ： 長谷川真也 

例会場：越谷市千間台東 1-1-6 クオレ千間台 2Ｆ                              副 会 長 ： 鈴 木 英 男 
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F A X  048（977）3741                                                  会報委員長 ： 関 雄 二 郎 
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石川輝次会員が撮った写真が 

表紙に使われた年度計画書 

1番豪華な年度計画書は関森年度の年度計画書

で、紙質や名刺入れやロータリー用語メモなど色々

工夫されていました。 

 

関森年度：内容豊富な年度計画書 

そして、今でも伝説の年度計画書は、長島年度バ

インダー型年度計画書です。ちなみにその時の幹事

は、私でした。以前に何人かの会員の方から並べると

バランスが悪いなどと言われました。 

 

長島年度バインダー式年度計画書 

これから、会長になる方は、自分らしい表紙を作っ

て頂きたいと思います。 

幹事報告 

 

大島 直幸 幹事 

・地区より、地区大会ポリオ撲滅チャリティーゴルフコ

ンペの案内が届いています。10 月 16 日（月）、プ

レステージで行います。 

・7 月 5 日に行われた第 1 回理事・役員会の審議事

項を報告します。 

※8月度プログラムが各種イベントを含め承認 

※今年度出席免除者が承認 

・7月 10日、原ガバナー補佐、加藤ガバナー補佐幹

事、第8グループ会長・幹事の12名で越谷市長を

表敬訪問してまいりました。 

・7月 11日、越谷 RCに表敬訪問に伺いました。 

・越谷 RC、越谷東 RCより 7月の例会予定が届いて

おります。 

・年度計画書が出来上がりましたので、お名前をご確

認のうえお持ち帰りください。 

・本日例会終了後、第 2 回クラブ協議会が行われま

すので、よろしくお願いいたします。 

 

お客様挨拶 

 
赤松 則宏 越谷南 RC会長 
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越谷北 RCの皆様こんにちは。本日は新年度第二

例会という中、表敬訪問のお時間をいただき、どうも

ありがとうございます。 

昨年度は弊クラブよりガバナーとして浅水尚伸を輩

出させていただきました。貴クラブよりガバナー補佐

小林操様、補佐幹事中澤伸浩様、財団部門委員長

宮﨑敏博様、地区副幹事 2名、役員 3名のご協力の

もと、無事に年度を終了することができました。感謝を

申し上げる次第です。 

貴クラブにおかれましても次々年度小林操ガバナ

ーを輩出されることでございますが、ガバナー年度を

受けるクラブは大変です。はっきりと申し上げます。皆

様方の貴重な時間を潰してガバナー年度を支えてい

かなければいけないとご理解いただければよろしい

かと存じます。 

先程、会長のユニークな卓話を拝聴しました。年度

計画書の写真を見ながら皆様方が和やかな雰囲気

になる卓話に、素晴らしいクラブだと感心しました。 

小林ガバナーノミニーとは親友です。S.A.A.の木

村様とも不思議なご縁で今年 1月頃から親しくさせて

いただいております。小林ガバナーノミニーには弊ク

ラブも全力で支持いたしますので、長谷川会長を支

えて 2年後に備えていただければと存じます。何卒よ

ろしくお願い申し上げます。 

 

 

石川 勝利 越谷南 RC幹事 

前年度、大濱様と大島様とともに副幹事を務めて

おりました。本年度は赤松会長のもと微力ながら第 8

グループを盛り上げていこうと思いますので、よろしく

お願いいたします。 

 

 

榎本 孝之 東京練馬西 RC会長エレクト 

皆様こんにちは。公認会計士の仕事をしております

が、大濱様のお父様が創業されたときからお付合い

をさせていただいており、その関係で仕事半分・打合

せ半分でメーキャップさせていただいた次第です。 

東京練馬西 RCはカデンツァというところで毎週月

曜日に例会をしております。場所は関越自動車道の

練馬出口を出てすぐのところですので、軽井沢で週

末をお過ごしになられ月曜の午前中に東京へお帰り

になると、ちょうどお昼ごはんにいいのでは、というロ

ケーションです。何かの機会がございましたらいつで

もお立ち寄りいただければと思います。 

本日はどうもありがとうございました。 

 

結婚記念・誕生日祝い 

 

誕生日祝い：髙瑠美子会員、一柳昌利会員、 

        吉澤晴雄会員、中澤伸浩会員、 

        深野秀樹会員、橋本哲寿会員 

結婚祝い：大島直幸会員、小宮山大介会員、 

      関森初義会員、伊藤純会員、佐藤要会員 
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佐藤 要 会員 

結婚祝いありがとうございます。今年で 42年になり

ます。まだ妻は学生でしたので、私が 2年間学費を

払っていた思い出があります。本日はありがとうござい

ました。 

 

3分間ロータリー情報 

 
松井 昭夫 会員 

ロータリー・セントラルが大幅にアップグレードしまし

た。クラブ、地区の目標設定・活動計画ツールとして

2012年にスタートしたロータリー・セントラル。奉仕活

動の成果、会員増減、財団への寄付などを、煩雑な

書類手続きなしに記録できる画期的な方法としてクラ

ブと地区に愛用されています。 

とは言えロータリー・セントラルもやや古びてきたの

でロータリアンが疑問を感じ、もっと安定して動く使い

やすいツールへ、という声も出てきました。 

そこで今年 7月、新鮮でモダンなインターフェイス

でデザインも一新され、分かり易いクラブ表が付いた

ものが始まりました。スピードもアップし、クラブの過

去・現在のデータもさらに見やすくなりました。 

クラブの傾向、今後の計画、活動記録を素早く入

力でき、財団への寄付が入力できる点もこれまでと違

っています。 

ロータリー・セントラル活用のメリットは、年度ごとの

役員の引継ぎが楽になることです。クラブが個々に立

てた目標と達成状況が一ヶ所に記録されているので、

それを参考に一貫性のある活動計画を立てたり、多

年度に亘る活動を管理したりすることも可能です。 

会員であれば自分のクラブのデータをいつでも見

られるので、情報の透明性や目標の達成・活動意欲

も高まるでしょう。 

今回のアップグレードでは、クラブでは特に何もす

る必要はありません。これまで入力されたデータが新

しいシステムに自動的に移行されます。新しいロータ

リー・セントラルについては、今後もマイ・ロータリーで

伝えていくそうです。 

 

国土交通大臣表彰祝い 

 

おめでとうございます！！ 

 

堀野 眞孝 会員 

7月 10日に国土交通省に行き、国土交通大臣表

彰をありがたく頂戴して参りました。 

私は埼玉県に約 5,300社ある埼玉県宅建協会の
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副会長を務めさせていただいております。5,300社が

16の支部に分かれており、埼葛支部の支部長を務

めています。数十年に亘り役職を務めて参りましたの

で、そのおかげかなと考えております。 

会社の仕事を犠牲にしてまでやってきました。おか

げで会社は少し傾いておりますが、これからも頑張っ

て参ります。どうもありがとうございました。 

 

委員会報告 

クラブ活性化委員会：鈴木 英男 委員長 

RLI（ロータリー・リーダーシップ研究会）の案内が

きております。RLIは年に 3回開催され、パートⅠか

らパートⅢまで受講しますと修了証が授与されます。 

パートⅠが 8月 30日（水）にさいたま市民会館お

おみやで開催されますので、ご希望の方は私または

事務局の杉山さんまで申し出て下さい。クラブ活動の

勉強になりますので、是非受講していただければと思

います。 

なお、パートⅡは 9月 15日（金）、パートⅢは 10

月 27日（金）に開催されます。 

 

会員増強維持委員会委員会：新沼 徹 副委員長 

7月 19日、会員増強フォーラムを開催させていた

だきます。 

会員増強に向けて活発な話ができればと思ってお

りますので、是非ともよろしくお願いいたします。 

 

      

・越谷南 RC赤松会長、石川幹事、東京練馬西 RC

榎本会長エレクトようこそ。本日、クラブ協議会宜し

くお願いします。             長谷川真也 

・結婚祝い有難うございます。お客様いらっしゃいま

せ。                      大島直幸 

・お世話になります。             赤松則宏 

・この度、国土交通大臣表彰を頂きました。ありがとう

ございました。                堀野眞孝 

・越谷南RC会長赤松則宏様、越谷南RC幹事石川

勝利様、東京練馬西 RC 会長エレクト榎本孝之様、

ようこそいらっしゃいませ。 

      松井昭夫・木村二夫・市川洋和・宮﨑敏博 

      松﨑義一・新沼徹・鈴木英男 

・結婚祝いどうもありがとうございます。 

              伊藤純・小宮山大介・佐藤要 

・誕生日祝いどうもありがとうございます。 

            吉澤晴雄・深野秀樹・中澤伸浩 

・堀野会員、大臣表彰受賞おめでとうございます。 

                          山本正乃 

・前松井会長、須賀幹事、1年間ご苦労様でした。

長谷川会長、大島幹事、1年間頑張って下さい。

堀野会員、国土交通大臣表彰おめでとうございま

した。                     石井知章 

・本日もよろしくお願い致します。 

                   髙瑠美子・大熊正行 

・年度計画書出来ました。ありがとうございます。 

                          櫻井智之 

・本日欠席。誠に申し訳ございません。   菅山浩 

・暑中御見舞い申し上げます。        小林操 

 

出席報告 

 

会員数            53名 

出席免除者         14名 

出席者            40名 

欠席者            13名 

出席率            83% 

 

第 2回クラブ協議会 

 

7月 12日（水）例会終了後 

於：例会場 
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長谷川 真也 会長 

例会に引き続き、クラブ協議会ご苦労様です。 

先週も申しました通り、私の年度は「元気で楽しい

ロータリー活動」ということで、皆様が健康に留意して

いただき、活動のひとつひとつを楽しくしていただき

たく、そして新しいことを行いたいということで、各委

員長にその旨伝えました。 

細かいことは年度計画書に記載のとおりですが、こ

の 1年間で、どの会員も「長谷川年度はこれをやった

よ」と思っていただけるような年度にしたいと考えてお

ります。 

会長になったばかりでまだまだ右も左も分からず、

抜けているところもあるかと思いますが、理事・役員、

委員長そして会員の方々の力をお借りして 1年間し

っかりやっていきたいと思いますので、よろしくお願い

いたします。 

本日のクラブ協議会、よろしくお願いいたします。 

 

 

緊張感溢れる例会場 

 

 

年度計画書を基に協議が行われました 

例会終了後、引き続き例会場において第 2回クラ

ブ協議会が執り行われました。会長提言および前回

例会における会長・副会長・部門委員長・S.A.A.から

の所信表明を受け、各小委員会より年間の活動計画

の発表がなされました。質疑応答を経て、閉会となり

ました。 

 

 
吉澤 晴雄 会長エレクト 

皆様、大変お疲れ様でした。 

本日、第 2回クラブ協議会を行いましたが、10月 4

日にガバナー補佐公式訪問で第3回クラブ協議会が

ございます。それは 10月 11日のガバナー公式訪問

例会の予行演習になると思います。今日は予行演習

の予行ということで行いましたが、発表者の方は10月

4日までにもう一度年度計画書を熟読していただき、

よりよい協議会にしていきたいと思います。よろしくお

願いいたします。 

本日はどうもありがとうございました。 
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