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1．点鐘
2．ロータリーソング

「それでこそロータリー」

3．ロータリーの目的
4．お客様紹介
越谷東 RC 会長 岡崎 愛子 様
越谷東 RC 幹事 山﨑 勝己 様

長谷川 真也 会長

青少年交換学友 真下 莉奈 様

皆様こんにちは。本日も暑い中、例会参加有難う

5．会長卓話

御座います。本日は、8 月 5 日（土）に行われる越谷

6．幹事報告

北 RC・越谷中 RC 合同家族同伴納涼例会の卓話を

7．お客様挨拶

します。

8．青少年交換留学報告 真下 莉奈 様

今年度は、特に親睦イベントには力を入れていきた

9．雑誌記事紹介 松﨑 義一 会員

いと思います。予算を抑えて楽しいイベントをしていき

10．委員会報告

たいと思います。登録費もなるべく安くして大勢の

11．スマイル報告

方々が参加出来るイベントを企画していきたいと思い

12．内部卓話

ます。親睦委員会の方々には、大変かも知れません

会長増強フォーラム

が宜しくお願い致します。

13．出席報告

今年度の納涼例会は、石川年度の時に開催したイ
ベントです。場所は、草加ステラポラーレの駐車場に
て当日開催される草加花火大会を見ながら、岡﨑勲

次回例会案内 平成 29 年 8 月 2 日

会員の会社の大型トラックを舞台に色々なイベント

四つのテスト

（ハワイアン・武術・スイカ割りなど）を企画しています。

越谷ジュニア甲子園野球大会

只今のお店の予定は、銀だこ・満福の水ギョーザ・焼
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2017-2018 長谷川真也会長 提言
ホームページアドレス http://koshigayakitarc.dyndns.org/

1

2017-2018 国際ロータリーテーマ
“ロータリー：変化をもたらす”
ＲＩ会長 イアン H.S.ライズリー

週報
第 2770 地区

第 8 グループ

肉・フランクフルト・かき氷・水玉風船・金魚すくい・子

120 名の参加目標に対し現在 45 名の登録です。

供くじなどです。中 RC 様でも、すいか・もろきゅうなど

二次募集の締切は 7 月 28 日です。参加いただけ

を予定していただいています。特にこのイベントは、

る方は幹事まで。

下準備など段取りが大変なイベントです。親睦委員

・九州北部豪雨災害義援金ご協力のお願いが届い

会の方々を中心に会員の皆様のご協力お願いたしま

ています。封筒を回しますので皆様のご協力をお

す。髙橋忠克会員には、椅子テーブルなどお世話に

願いいたします。

なります。現在大濱親睦委員長を中心に段取りをし

・皆様のお席にお配りしたお煎餅は、真下莉奈様の

て頂いています。本日も例会終了後越谷中 RC 親睦

お母様よりいただいたものです。どうもありがとうご

委員会の皆様と打ち合わせ予定です。

ざいます。

最後に 3 分間、石川年度納涼例会 DVD を見てい

お客様挨拶

ただき、本日の卓話終わります。

幹事報告

岡崎 愛子 越谷東 RC 会長
皆様こんにちは。本日はご挨拶にまいりました。まさ
大島 直幸 幹事

かこの年で会長をやるとは思っていなかったのです

・米国時間 7 月 13 日に RI 会長エレクトのサム・F・オ

が、入会して 26 年何もしないできました。最後に何か

オリ氏が、予定通りに受けた手術後の合併症により

クラブにご奉公できればということで、受ける羽目にな

逝去されたとの訃報が入っております。葬儀に関し

りました。若いつもりでいるのですが結構いい年です。

ては幹事まで。

クラブでは、おばあちゃんの私に皆暖かく応援してく

・国際ロータリー日本事務局より、2016-17 年度は日

れるということで、嬉しく幸せだと思いました。我がクラ

本のすべてのクラブが年次基金にご寄付くださり、

ブの会員に感謝しているところでございます。
越谷東 RC の今年のスローガンは「明るく、楽しく、

年次基金寄付ゼロクラブがゼロという大きな目標を
達成したとの報告が来ております。

前向きに」と掲げております。1 年間この言葉のとおり

・ロータリー米山記念奨学会より、財団設立 50 周年

頑張っていこうと思っております。
山﨑幹事のお母様は私より 1 つ下でございます。

記念事業のひとつとして、ロータリー米山記念奨学
会 50 年の歩みを 6 月末に刊行したそうです。限定

ですから、親子のような感じがしております。最近は

3,500 部、1 冊 1,800 円（送料込）。理事会で審議

若ぶっていても人の名前を覚えなかったり物忘れも

し、必要であれば購入します。

ひどくなったりしてきました。ですから、息子のような
山﨑幹事におんぶにだっこで、この 1 年間乗り切って

・地区より、日韓親善会議の再募集が来ております。
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いこうと思っています。
今年、当クラブは IM のホストクラブでございます。
原ガバナー補佐、加藤ガバナー補佐幹事が頑張っ
ておりますので、皆様も是非ご協力よろしくお願いい
たします。

パワーポイントを使って
フランス留学の様子を説明
・パワーポイントをもとに、1 年間のフランス留学のレポ
ートを発表していただきました。真下さんの成長が手
に取るようにわかる素晴らしいレポートでした。
山﨑 勝己 越谷東 RC 幹事

雑誌記事紹介

皆様こんにちは。北クラブさんに来るのは初めてで
すが、先輩方からの「北クラブはちゃんとしているよ」
という前評判のもと、緊張しながら来ました。会場に来
ましたらあちらこちらに仲間がいたので、ちょっと安心
しております。
幹事を受けましたが、ロータリー経験はそれほど長
くない方です。これからいろいろと勉強しながら、岡崎
愛子会長を後ろからしっかり支えて 1 年間頑張ってい
きたいと思っていますので、皆様どうかよろしくお願い

松﨑 義一 会員

いたします。

「入りて学び、出でて奉仕せよ」この言葉は皆様も
何度も聞いているかと思います。ロータリーでこの言
葉を最初に使ったのは 1947-48 年度国際ロータリー

青少年交換留学報告

会長ケンドリック・ガーンジー氏です。
今から 70 年前の会長ですが、この言葉はまさにロ
ータリーを的確に表すと考えて使ったものだ、と考え
られております。この言葉をロータリーに当てはめて
考えますと、ロータリーの役割やロータリーがなぜ毎
週例会を開くのかということが分かります。「入りて学
び」来て初めてわかり、「出でて奉仕せよ」に繋がる、
ということです。
青少年交換学友 真下 莉奈 様

この言葉はロータリーの公式用語ではございませ

越谷北ロータリークラブ
「元気で楽しいロータリー活動」
2017-2018 長谷川真也会長 提言
ホームページアドレス http://koshigayakitarc.dyndns.org/

3

2017-2018 国際ロータリーテーマ
“ロータリー：変化をもたらす”
ＲＩ会長 イアン H.S.ライズリー

週報
第 2770 地区

第 8 グループ

ん。ロータリーの公式用語は「超我の奉仕」「最もよく

新沼という編成にいたしました。その理由は、取引関

奉仕する者、最も多く報いられる」の 2 つです。

係、人生経験、利害関係等からリストアップする際に、
年代層を鑑みてリストアップするのがいいという考え

委員会報告

で編成しました。

親睦活動委員会：大濱 裕広 委員長

今後はチームリーダーのもと、炉辺会合やリストアッ

家族同伴納涼例会が 8 月 5 日（土）に開催されま

プを通じて、入りそうだという方がいらっしゃいましたら

す。受付 6 時、例会が 6 時半からとなっております。

ご紹介いただければと思います。

皆様へは昨日 FAX を流させていただきました。出欠、

今日に向けてかなり準備を重ねてきました。グルー

会員氏名、ご婦人や友人知人の大人・子供の人数を

プディスカッションを行い、アンケートを取り、チームリ

ご記入のうえ FAX していただければと思います。100

ーダーが発表していただき、チーム一丸となって認識

名以上の予定をしておりますので、ふるってご参加よ

することからスタートする構想でした。そこで、各自、こ

ろしくお願いいたします。

んな考えがあるということをアンケートに書いていただ
き、それを集計して後日発表するという形にさせてい

内部卓話

ただきます。それをもって会員増強月間の卓話とさせ
ていただければと思います。

会員増強フォーラム

新沼 徹 会員増強維持副委員長
関森 初義 会員増強維持委員長

ここに貼ってありますが、会員増強維持ができるよう

7 月は会員増強月間ということで、本日は会員増強

にポスターを作成いたしました。私が作ったのでセン

フォーラムを準備しておりましたが、時間が迫ってい

スがよくないのですが、大島幹事にしっかり校正して

る関係上お手元のパンフレットをよくお読みになった

いただいたポスターです。

うえで例会場に FAX をしていただき、それを集計す

皆様に前期 2 枚、後期 2 枚ずつ配布させていただ

るということで進めさせていただきます。

きます。もちろん、北クラブの増強を目的にしていま

委員会として、今年度は 4 つのグループにすること

すが、他クラブであってもロータリーに入っていただ

といたしました。人生経験やロータリー経験が豊富な

ければと思いますので、事業所が地域外の方もポス

チーム岡﨑、これから中核的な部分を担っていただく

ターを貼っていただきたいと思っています。
目的をもってこの 1 年取り組んでいきたいと思いま

チーム小林、若手からベテランまでのリーダー的な存
在であるチーム大熊、若手のグループであるチーム

すので、各チームそれぞれの特色を活かしていただ
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き、各チーム会員増強 2 名を是非ともよろしくお願い

出席報告

いたします。

・越谷東 RC 岡崎会長、山﨑幹事ようこそ。会員増強
フォーラムよろしくおねがいします。

長谷川真也

・お客様ようこそ。

会員数

53 名

出席免除者

15 名

出席者

36 名

欠席者

17 名

出席率

78.3%

大島直幸

・本日は大変お世話になりました。これから一年間い
ろいろお世話になると思います。どうぞよろしくお
願い致します。

岡崎愛子

・皆様こんにちは！一年間お世話になります。宜しく
お願いします。

山﨑勝己

・越谷東 RC 岡崎愛子会長、山﨑勝己幹事、青少年
交換学友真下莉奈様ようこそ。
松井昭夫・橋本哲寿・青木清
小林操・松﨑義一
・会員増強フォーラムよろしくお願いします。
宮﨑敏博・市川洋和
・お客様ようこそ！長谷川会長、帽子ありがとうござ
います。

大熊正行

・一柳さん、快く司会を引き受けていただきありがとう
ございます。

須賀篤史

・越谷駅西口にホテルオープン前の内覧会を 7 月
21 日 1:00～4:00 開催しています。関心ある方は
どうぞ見に来て下さい。

関森初義

・誕生祝いありがとうございます。先週欠席でした。
本日は何年ぶりか司会を勤めます。

一柳昌利

・世界中で地球が怒っています。地球に優しく！
櫻井智之
・本日もよろしくお願い致します。

髙瑠美子

・世界平和のために。

山本正乃
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