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1．点鐘
2．ロータリーソング

「我等の生業」

3．ロータリアンの行動規範
4．結婚・誕生祝
5．お客様紹介
6．会長卓話

長谷川 真也 会長

7．幹事報告
8．お客様ご挨拶

本日は、浪江ロータリークラブ吉田会長・増子幹

9．雑誌記事紹介

事・友好委員会中西会員・重富会員・越谷青年会議
所小林理事長・飯山専務理事ようこそ。

10．スマイル報告

8 月 2 日越谷ジュニア甲子園野球大会では、大勢

11．地区部門セミナー報告

の会員の方に開会式盛り上げて頂き有難う御座いま

奉仕プロジェクト部門

した。第 9 回大会は、越谷市立北陽中学校が優勝で

吉澤晴雄 奉仕プロジェクト部門委員長

終わりました。今大会は、コスト面で吹奏楽・団扇等を

管理運営部門

辞めコストダウンをしましたが、例年通り無事終える事

本間睦人 クラブ運営部門委員長

が出来ました。

青少年奉仕部門

8 月 5 日は、天気に左右されるイベントでしたが、

並木勇一 青少年奉仕委員長

無事晴れ越谷北 RC 越谷中 RC 家族同伴納涼例会

12．出席報告

が開催されました。当日朝からの段取り特に大島幹

次回例会案内 平成 29 年 9 月 13 日

事、大濱委員長、高橋忠克会員、深野会員、川島会

会員増強フォーラム

員がお昼無言で塩を食べたのがいい思い出になりま

3 分間ロータリー情報

した。そして、岡崎会員トラック有難う御座いました。

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
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会田会員他多くの会員の皆様イベントでの協力後片

同じく公共イメージ部門より日本テレビ取材依頼が

付け有難う御座いました。終わった後、何人かの方に

来ております。
・地区米山記念奨学部門より財団設立 50 周年式典

よかったと言われ、やって良かったと思いました。次
年度もやりたいとお声が有りましたので吉澤エレクト

のご案内が来ております。

頑張って下さい。

・地区財団部門より地区補助金送金のお知らせが届

個人的用事で南越谷阿波踊り実行委員として 8 月

いております。こちらの方も当クラブの方に着金して

11 日～14 日まで徳島阿波踊りに行きました。その後

おります。

19 日・20 日南越谷阿波踊りでした。特に今年は、33

・地区国際奉仕部門より RiD3800 地区フィリピン国

回にして初めて 19 日は、途中で中止になりました。イ

際奉仕プロジェクト視察ツアーのご案内が来ており

ベントの中止の判断の難しさを感じました。

ます。

8 月 26 日は、当クラブホストのインターアクト年次

・地区職業奉仕部門より職業奉仕理念の誕生と発展

総会が独協大学で開催いたします。

DVD 配布のお知らせが来ております。

記念すべき 30 回大会なので当クラブのチームワーク

以上の各担当の委員会にお渡し、もしくは掲示をし

をお願いたします。

たいと思っておりますので、宜しくお願い致します。

最後に 8 月は、大変の 1 カ月でした。

・越谷市内清掃美化運動推進協議会より来年のゴミ
ゼロについての案内が来ております。

幹事報告

・公益財団法人米山梅吉記念館より賛助会員募集の
お知らせが届いております。
・越谷南ロータリークラブより越谷南ロータリーカップ
サッカー大会のご案内が来ております。こちらの決
勝が次の 25 日の金曜日になっております。選手とロ
ータリアンとの PK 大会も行うようです。25 日 12 時
45 分例会スタートで 13 時閉会式となっております。
試合を見たい方はもっと前に行って見てください。ご
興味のある方は、私の方までご連絡ください。
・越谷南ロータリークラブ様より 8 月 9 月の例会案内が

大島 直幸 幹事
皆さんこんにちは。お客様ようこそいらっしゃいませ。

来ております。

それでは幹事報告をさせていただきます。

ただいま皆様の机の方にお配りしているお菓子は、

・地区 RLI パート 2 より案内が来ております。

浪江ロータリー クラブより頂いたものです。ありがとう

日時は、9 月 15 日埼玉市民会館大宮にて開催され

ございました。本日の幹事報告は以上です。ありがと

ます。参加される方は宜しくお願い致します。

うございました。

・九州北部豪雨災害義援金のご協力御礼と義援金の

また、本日皆様のレターボックスに 4 冊、ロータリー

ご報告が来ております。募金総額は、3,042,607 円

の友、いつものガバナー月信などお入れしてあります。

ということでした。

たくさんあり、レターボックスがいっぱいになってしま

・地区公共イメージ部門より第 3 回マスコミ各社様とロ

います。次の資料が入らなくなってしまいますので、

ータリークラブ懇談会のご案内が来ております。

お持ち帰りいただきますよう宜しくお願い致します。
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お客様ご挨拶

江町にて開催する事ができました。
少しずつではありますが復興は進んでおると感じて
おりますが、震災前の様な正常な例会運営や、事業
は出来ておりません。
皆様に、記念碑を建てていただきました浪江町の
例会場であります如水でございますが、来年4月を目
途に事業を再開する予定と聞いております。
本年度は、10月に浪江町内での例会を予定してお
ります。

浪江 RC：吉田 政輝 会長

そして来年、桜の咲く時期には越谷北さんとの合同

増子 義夫 幹事

例会を浪江町にて開催できればなと思っております。

本年度、浪江ロータリークラブ会長を勤めさせてい

ご報告になりますが震災後、新潟市に避難してい

ただきます吉田でございます。

た当クラブの会員が新潟ロータリークラブに入会した

震災から6年が過ぎましたが、越谷北ロータリークラブ

事が、ご縁で6月に新潟ロータリークラブと友好クラブ

の皆様には、浪江ロータリークラブに対し毎年、ご支

を締結いたしました。

援、ご協力をいただき改めまして、お礼を申し上げま

今後は越谷北さんと同じく友好クラブとして交流を

す。ありがとうございます。

深めてまいりたいと思います。

本年度も、どうぞ宜しくお願い致します。

本年度、浪江ロータリークラブは37名でスタートしま

浪江町は今年3月31日に、一部区域で避難指示

した。先月5名の新会員が入会し、本日現在42名の

が解除されましたがテリトリー内の双葉町、大熊町は、

会員を有する事ができました。

依然として避難指示が続いております。

今後も震災前の50名を目標に会員拡大に力を入

現在の浪江町の現状でございますが、震災当時の人

れたいと思っております。

口は、約21,500人でした。現在の住民登録数は約

皆様のお陰で、クラブの「継続」は出来ると思って

18,200人です。約3,300人もの人口減となっておりま

おります。

す。

長谷川会長を、はじめとする越谷北ロータリークラ

3月31日の避難指示解除後、帰還した住民は、6

ブの皆様方には、引き続き、ご迷惑をおかけするとは

月末現在264名 186世帯 帰還率は1.45%でござ

思いますが、ロータリアンとしての誇りを保ちながら、

いまして浪江町内で再開している事業所は、わずか

美しい故郷を取り戻すため活動して参りたいと考えて

31事業所です。

おりますので、どうぞ宜しくお願いいたします。

避難指示解除前に実施した住民の帰還意向調査
では、「すぐに・いずれ戻りたいと考えている」が
17.5％、「まだ判断がつかない」が28.2％、「戻らない
と決めている」が52.6％となっています
埼玉県にも699名が現在も、避難をしている状況で
ございます。
そんな中、今年5月には震災後、初となる例会を浪
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近づくにあたりまして非常に楽しみだった思い出があ
ると思います。その思い出を子供達やお孫さんに感
じていただきたいと思います。皆様のご協賛をいただ
きまして盛大にお祭りを開催いたしますので宜しくお
願い致します。
そして青年会議所の宣伝になってしまいますが、
今年は30名以上の拡大を目標に活動させて頂いて
おります。今の所、14名の拡大をしておりまして今月
越谷青年会議所：小林 充 理事長

新たに5名入会し19名となります。あと11名まだ入会

飯山 勝司 専務理事

に届かないメンバーがおりますので、皆様の周りで40

皆さまこんにちは。本日は例会の貴重なお時間を

歳までの方がいらっしゃいましたら紹介をしていただ

お借りいたしまして市民祭のご協賛のお願いをする

けましたらと思いますので、宜しくお願い致します。

ために出席をさせていただきました。私は第43回越

そして最後に私事になってしまいますが私の父、

谷市民まつり実行委員長を務めております小林充と

操がガバナーということで非常に忙しい役となると思

事務局長を務めております飯山勝司です。どうぞ宜し

います。そのような役をやらせていただくにあたり皆様

くお願い致します。

のお支えがあってこその役職だと思いますのでどうぞ

日頃より北ロータリークラブの皆さまには市民祭の

皆様のご協力宜しくお願い致します。ここでよいしょを

事業に対しましてご理解とご協力をいただきまして誠

しておけば多くのご協賛をいただけるかなと思います

にありがとうございます。北ロータリークラブ様には第

ので、お話しさせていただきました。本日領収書をご

6事業室を担当していただきましてふわふわスライダ

用意しておりますのでご協賛いただける方は宜しくお

ーということで子供達も大変楽しみにしておる事業を

願い致します。また、非常に財政が厳しい状況となっ

行っていただきます。今年は10月29日に市長選挙が

ており広告看板をご用意させていただきました。10万

ある関係で市民祭が3週間ほど早まっております。10

円、5万円とありますので興味のある方は、宜しくお願

月8日となっておりますので準備の方進めていただけ

い致します。北ステージ、南ステージ後になります。

ればと思っております。本日この例会に出席をさせて

本日は、貴重なお時間をありがとうございました。

いただくにあたりまして、例会会場に入りますと地元
で良くお会いする方、また身内がおりますので非常に
緊張しております。各団体8クラブ様を回らせて頂い
ておりますけれど北ロータリークラブのクリスマス例会
などには出席をさせて頂いておりますので非常に親
近感を覚えております。それとともにご協賛も期待を
しております。宜しくお願い致します。私は、北越谷
の香取神社というところに、出向しておりましてお祭り
ごとが非常に好きです。皆様の子供の頃を思い出し
て頂ければと思います。先月夏祭りが多く開催されま
したが、夏祭りの1ヶ月前、1週間前、1日前とお祭りに
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雑誌記事紹介

情報委員会：須賀

篤史 会員
・浪江 RC 吉田会長様、増田幹事様浪江友好クラブ

本日の雑誌記事紹介は今月号50ページに3月に
開催した柔道大会の記事を紹介いたします。

担当 中西様、富重様小林理事長、飯山専務理

グローバル補助金を活用した事業に続き2回目の掲

事 ようこそ。

載です。

長谷川真也・大島直幸・小林 操・木村二夫

ロータリーの友の購読はロータリアンにとって義務で

松﨑義一・鈴木秀男・青木 清・堀野眞孝

ありますが、なかなか興味を持つ記事は少ないかもし

宮﨑敏博・関森初義・橋本哲寿・

れません。自分のクラブの記事であれば多少は読む

・納涼例会では、当社のトラックを御利用頂きありが

気になるかなと思います。再来年にガバナー輩出と

とうございました。事業の経費削減に協力しスマイ

いう事もあり、クラブのPRにもなるのではないでしょう

ルいたします。誕生祝ありがとうございます。

か。ぜひ、今年度も何かの事業を投稿させましょう。

岡﨑 勲
・本年も一年間宜しくお願い致します。

結婚記念・誕生日祝

吉田政輝・増子義夫・中西総一郎・重富秀一
・市民まつりご協力宜しくお願いします。広告看板も
ありますので、興味がありましたら声をかけてくださ
い。

小林 充・飯山勝司

・誕生祝ありがとうございます。
須賀篤史・太田靖彦・大濱裕広
・結婚祝いありがとうございます
市川洋和・髙橋陽一
・本日の夕方のニュース花咲徳栄全国制覇！
結婚記念日祝い：髙橋陽一会員（さより夫人）8/26

フェイクニュースではありませんように

市川洋和会員（美紀夫人）8/29
誕 生 日 祝 い：太田靖彦 S13 年 8 月 21 日
岡﨑

勲 S20 年 8 月 9 日

・花咲徳栄が優勝しますように！

深野秀樹

・納涼例会おつかれさまでした

伊藤 純

・暑いですね。本日宜しくお願いします

松井昭夫

大濱裕広 S45 年 8 月 4 日

・本日もお世話になります

須賀篤史 S48 年 8 月 3 日

・世界平和の為に。

髙 瑠美子
髙橋忠克・酒井新樹
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・例会場以外の行事に参加できず申し訳ありません。

していましたので、また機会にでも方向をしていただ

桜井智之

けたらと思います。

・本日、早退させて頂きます。

黒田幸英

◎職業奉仕部門：出席者 市川職業奉仕委員長

・日々の奉仕の気持ちを大切に！

新沼 徹

・職業奉仕の理念と実践 DVD を作成しましたので、
地区に問い合わせして、活用してください。

部門セミナー報告

◎社会奉仕部門 出席者 新沼社会奉仕副委員長
・ブライダル委員会では、個別相談会の場所が変
わりました。
・地域社会奉仕委員会では、「一人一本の植樹」を
各クラブに伝達し継続的な事業としての体制を考
案する。
・腎・アイバンクの賛助会員登録および献眼（角膜
移植）登録への支援事業を継続し、地区内登録
目標を 1,000 人以上とする。
・ペットボトルキャップ回収事業の現状（第 8 グルー

奉仕プロジェクト部門セミナー：吉澤 晴雄エレクト
皆様こんにちは。7 月 23 日に大宮清水園にて開催

プは南と東のみ）

されました、奉仕プロジェクト 3 部門合同セミナーの報

◎国際奉仕部門 出席者 吉澤
・国際奉仕委員会より、フィリピンでの 15 件のプロ

告を致します。
13：30～ 例会同様のセレモーニーと大貫ガバナ

ジェクトと新規にベトナムハノイでのプロジェクト 2

ーを始めとする挨拶

件の紹介がありました。

13：50～ 参議院議員 若松謙維様（わかまつ か

・国際交流委員会より、9/23（土）に開催される、日

ねしげ）から、講師紹介があり特別記念

韓親善会議の案内がありました。7/23 現在で 55

講演が開催されました。

名の登録がありますが、目標は 100 名だそうで

特別講演① 講師 小川則雄氏（おがわ のりお）

す。

第 2530 地区郡山東 RC パスト会長

その他、日台親善会議が来年の 3/31（土）台湾の

演題「GBP（がんばっぺ）福島 200 万

高雄にて、開催されるそうです。

人笑顔応援プロジェクト」
特別講演② 講師 西川康雄氏（にし
かわ やすお）
税理士法人 西川会計
演題「私の海外奉仕」
15：35～ 分科会
16：50～ 分科会報告
17：15

点鐘

分科会報告では、以下の報告がありました。詳しい
内容は、各委員会の委員長または副委員長が出席
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
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ってお話がありました。各々委員長がお話しされてい
ましたが、中でもクラブ活性化についてということで熊
木広光さん、大宮中央ロータリークラブの方より色々
題材をあげて何故クラブが縮小するのか考えてみよう
ということで例会の時間とか場所、家族のいる会員や
エリア形成のある若い職業人にとって都合の良いも
のなのか。クラブは、地元、地域の年齢、性格、職業
のあり方を適切に反映していますか？クラブのプログ
管理運営部門セミナー：本間睦人 委員長

ラムは、誰の関心を反映したものなのか等、色々問い

みなさんこんにちは。浪江ロータリークラブの皆様

かける内容となっておりました。熊木さんの伝えたか

ようこそ。青年会議所の皆様ようこそ。

ったことは、私は管理者であり皆さんも委員長の方も

私も 12 年前青年会議所の一員として協賛金を集

多いかと思いますが親睦を深める最適な場所は毎週

めに色々なロータリークラブを回りましたが、北ロータ

1 回の定例の例会であることを忘れてはなりません。

リークラブが一番協賛を頂いたと記憶しております。

例会において、いかに友情を深めるかを考え実行す

私も 12 年前、市民祭の実行委員長をやらせていた

ることと、いかに真の親睦が保たれている環境を整備

だいて、前日、夜中から雨が降り続いて早々とパレー

することが最大の任務です。私もまさにこの通りだと

ドは、中止としましたが、なんとか開催することができ

思います。例会を楽しみに来ている方もたくさんいる

ました。私の時も市長選挙と重なり 9 月に行いました。

と思います。例会の中で 1 時間黙って過ごすのでは

台風が来る時期ですので、私の二の舞にならないよ

なく隣の方と少しでもお話をしてコミュニケーションを

う理事長、専務も日頃の行いを大事にしていただきた

取ることがクラブ活性化に一番大事なことなのではと

いと思います。私も青年会議所の OB として会員の皆

熊木さんは、伝えたかったのではと思います。大切な

様に協賛金のお願いをいたします。さて本題に入りま

のは、長所を見つけた上で活性化のアイデア、ツー

すが 29 年 7 月 30 日、川口のフレンディア 4 階の会

ルを会員とクラブに提供することが大事だと仰ってま

場の入り口まで行って参りました。中身としては、ガバ

した。大事なのは会員の多様性です。女性や若い会

ナーの大貫さん浅水さんのご挨拶がありまして、その

員の比率を上げることが地区の目標となっておるそう

中で浅水さんの運営管理部門基調スピーチがござい

で、越谷北ロータリークラブでも女性の会員が何名か

ました。大事なさわりの部分をお話ししますとクラブの

入会されましたが当クラブでは 50 人ぐらいですので

基本的な姿勢を作り上げ魅力的なクラブになる為の

最低でも 1 割位、つまり 5 人位は、女性会員が入るこ

努力を惜しまないことがクラブ活性化の第一歩です。

とが望ましいかたちとなるそうです。女性会員に頼る

無用なトラブルを避け価値観を共有する仲間作りを

だけでなく皆様も是非、女性のきれいな方を勧誘して

目指しましょう。会員全員が楽しく参加意欲が持てる

いただきたいと思います。私は運営部門の委員長で

クラブを作って行きましょう。また、色々題材をあげて

ありますが、いずれ皆様もセミナーに参加することが

皆さんがわかりやすく説明をされていました。私はクラ

あるかと思いますが大変良い勉強になりますので是

ブ運営部門なんですけどクラブ活性化の方の話が多

非とも参加して欲しいと思います。

かったです。主にクラブ活性化について、RLI につ

本日は、ありがとうございました。以上です。

いて、学友管理委員会の 3 つについて、この時は絞
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ほとんどの子供達はロータリーに感謝を持っておりま
す。例会やイベントへ参加してもらえればご縁も繋が
っていくのですが、なかなか一人で例会やイベントに
参加するのはハードルが高いはずです。毎年、会長/
幹事も変わってしまいますし、委員会担当も変わって
しまいます。そしてロータリアンの中には怖そうな人も
居ないとは言えないので、交換留学から帰国して 20
年後にロータリークラブに入会したいと思ってもらえる
青少年奉仕部門：並木勇一 委員長

よう、様々なイベントに呼んであげる事が重要だと感

2017 年 8 月 6 日（日曜日）に市民会館おおみやホ

じました。

ールにて青少年奉仕部門セミナーが開催されました。
プログラムの中では、長谷川会長のインターアクト年

出席報告

次大会の告知、そして関会員の青少年交換受け入
れの体験発表もあり、越谷北ロータリーにとって誇ら
会員数

53 名

出席免除者

15 名

界には 3 カ国でポリオがまだあるようです。しかし、こ

出席者

43 名

の 3 カ国でのポリオを撲滅し「ポリオの無い世界」を実

欠席者

10 名

現出来たら、3,500 億～4,000 億円の経済効果があ

出席率

89.5%

しいセミナーでした。
セミナーではポリオについての発表もあり、現在世

ると言っている専門家もいるようです。このポリオのロ
ータリーの活動は、今後世界規模での公共活動のモ
デルとなる取り組みとして発表されておりました。
次にローターアクトクラブについてです。我が越谷
北 RC ではローターアクトクラブのサポートは行ってお
りませんが、18 歳～30 歳までの青年男女が所属出
来ます。2770 地区では 11 クラブがローターアクトを
サポートしております。8 月 26 日のインターアクト年次
大会に急遽ローターアクトの方が参加したいと連絡が
ありましたので、ロータリアンっぽくなく、先生っぽく無
い方がローターアクトですので声を掛けてみてくださ
い。
そして最後に交換留学に行った生徒からの発表が
ありました。皆が不安を抱え出発していましたが、そ
れを乗り越え、世界中の人たちと繋がるチャンスをも
らえた事に感謝していました。
発表した生徒だけでは無く、交換留学を体験した
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第 30 回インターアクト

ホスト高校 生徒代表挨拶

年次大会

獨協埼玉高等学校インターアクター
髙橋 侑那 様
平成 29 年 8 月 26 日
（獨協大学【天野貞祐記念館（A 棟）】に於いて）

ホスト高校 校長挨拶

総合司会：獨協埼玉高等学校インターアクター
小倉奈々子様／富谷野乃様
点鐘・開会の言葉

獨協埼玉高等学校
百合壽紀 校長
獨協埼玉高等学校インターアクター

スポンサーロータリークラブ会長挨拶

八束 栞紘 様

越谷北ロータリークラブ

インターアクトソング斉唱

長谷川真也 会長

越谷北ロータリークラブ
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顧問教師会 会長挨拶

県立南陵高等学校
長濱 稔 会長
ガバナー祝辞

記念すべき第 30 回目のインターアクト年次大会に際
国際ロータリー第 2770 地区 大貫 等 ガバナー

し並木委員長を先頭に前日からの準備を始め多くの
会員の皆様のご協力をいただき無事開催することが

講 演

出来ました。並木委員長のつながりから西内ひろさん

「想いたったら即行動！

を講師としてお招きして生徒の皆さんも興味深く受講

海外へのチャレンジが生んだ自信と経験！」

されていました。西内さんの体験談を生で聞いた生
徒たちがこれから世界で活躍する人材になるきっか
けとなることと思います。皆様大変お疲れ様でした。

講師：2014 年ミス・ユニバース東京代表
西内 ひろ様
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