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会長卓話 

 

長谷川 真也 会長 

本日は、第 8グループ原ガバナー補佐、加藤補佐

幹事、当例会にご出席有難う御座います。 

今日は、今週日曜日に開催される越谷市民まつり

について、今まで自分のやってきた事を卓話します。 

 

 

バトラーズプロレス 

第 2021回 例会記録   No. 10 

平成 29 年 10月 4日 

司会 ： 今井 英治     編集 ： 川島 徹 

会 次 第 

1．点鐘 

2．ロータリーソング  「君が代」 「奉仕の理想」 

3．四つのテスト 

4．お客様紹介 

  第 8グループガバナー補佐  原 美光 様 

補佐幹事 加藤 盛也 様 

5．会長卓話 

6．幹事報告 

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  

 

次回例会案内 平成 29年 10月 18日 

結婚記念・誕生日祝い 雑誌記事紹介 

ロータリーの目的 

米山記念奨学会に関する勉強会 

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 

T E L  048（975）9898                                        幹 事 ： 大 島 直 幸 

F A X  048（977）3741                                                  会報委員長 ： 関 雄 二 郎 

創 立：1976年 5月 11日 

 

http://koshigayakitarc.dyndns.org/


週報                                       2017-2018国際ロータリーテーマ 

第 2770地区 第 8グループ                            “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 

 

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/ 

2 

 

クラブに入会してすぐにクラブ担当になりました。木

村年度では、バトラーズ（プロレス団体）のイベント、

小林光則会員に段取りして頂いた横浜の肉マンの販

売、ユネスコ協会で行なったバザーのお手伝いをし

ました。前日、夫人部の方々と値段を決め、値札付け

など大変だった記憶があります。 

次の年度、小林年度でも担当になりプロレスとカレ

ー販売バザーなど行い、試合途中で小林会長とリン

グに上がりロータリー活動の PR をした思い出が有り

ます。 

3 回目の担当は、堀野年度の時です。この年は、

プロのバスケットチームを呼び大成功だった記憶があ

ります。 

 

 

プロバスケット 

翌年からふわふわスライダーなど今に至っていま

す。今年度も例年通りですが、会員皆様で越谷市民

まつりを成功させたいと思います。会員皆様のご協力

お願いたしまして、本日の卓話を終わります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お客様挨拶 

 

第 8グループガバナー補佐 

原 美光 様 

皆様こんにちは。長谷川年度になって 3 ヶ月が経

ったでしょうか。いよいよガバナー公式訪問です。越

谷の 5クラブ中 3クラブが済んでいますが、公式訪問

で印象に残っているのが、前年度ガバナーを輩出し

たクラブに初めに回るのですが、お互いにとても緊張

しておりますので、手が震えてバッチ交換がうまくい

かないような、なかなか見られない光景を見られたこ

とです。何年か後には北クラブさんもガバナーの輩出、

あるいは受け渡しという事があると思いますが、クラブ

の代表ですので、皆で応援をお願いします。 

現在 IMの方で、東日本大震災で大変な被害を受

けた東松島に黒松を千本植えましょう、と言う話が進

んでおります。植樹の日程については、また後で詳し

く説明させて頂こうと思います。また、IMゴルフが 11

月 17日にありますので、一人でも多くの方に参加し

て頂きたいと思います。1月 25日の IMに関しまして

も、内容がしっかりと決まりましたので、こちらも一人で

も多くの方にご参加頂けるようお願い致します。 
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補佐幹事 加藤 盛也 様 

皆さんこんにちは。来週のガバナー公式訪問前の

表敬訪問と言う事で、北クラブさんの例会場にお邪魔

させて頂きました。新年度が始まった時にもお邪魔さ

せて頂いて、長谷川会長、大島幹事の初々しい姿を

見させて頂いて、早くも三ヶ月が経過したという所で、

非常に安定のある例会運営がなされていると思いま

す。 

今案内がありました IMゴルフ、また合同新年会の

方も、東クラブで着々と準備を進めておりますので、

ご協力を宜しくお願い致します。 

来週も参りますので、宜しくお願い致します。 

 

幹事報告 

 

大島 直幸 幹事 

・松﨑会員のお父様の訃報が届いております。通夜

が 10月 9日、告別式は 10月 10日に越谷斎場で

予定されています。後ほど皆様に FAX でご連絡致

します。ご冥福をお祈り致します。 

・クラブより、先日 IM ゴルフの出欠確認の FAX を送

信させて頂きました。是非、多数のご参加をお願い

致します。 

・来週はガバナー公式訪問となりますので、是非皆様

ご出席をお願い致します。また、ガバナー公式訪問

の際、クールビズ期間ですのでノーネクタイでも構

いませんが、作業着等はご遠慮下さい。 

・中クラブより、10-11 月のプログラムが届いておりま

す。 

・本日クラブ協議会終了後、第 4回理事・役員会がご

ざいますので、宜しくお願い致します。 

 

3分間ロータリー情報 

 

原稿 ： 松﨑 義一 会員 

代読 ： 松井 昭夫 会員  

会員の皆様こんにちは、本日の 3 分間ロータリー

情報は、人生を変えた一冊の本についての記事の中

で紹介されておりました、会社のお話をさせて頂きま

す。 

実は以前、私もテレビで見たことがございます。 

チョークを製造している会社です。 

その会社とは「人の幸せは、働く事によって手に入

れる事が出来る。それは、健常者でも知的障害者で

も、少しの差異もない」と言う信念を持ち、障害者雇

用を切り開いてきた日本理化学工業です。チョーク工

場としてトップシェアを成し遂げ、なんと従業員の 7割
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（83 名中 62 名）が知的障害者なのです。彼らの働く

姿は、使命感に満ちた職人のようだと、以前同工場を

見学した際に感じました。そして初めて彼らの家族の

思いを知ったのです。 

「我が子が会社の役に立っている。皆に褒めてい

ただける。働く喜びに満ちている。これ以上の幸福は

ない。今の息子なら私は安心して逝けるかな」これは

ある知的障害者の従業員の母の言葉です。 

私の会社でも、一人知的障害者を雇用させて頂い

ております。 

 

委員会報告 

 

社会奉仕委員会 ： 深野 秀樹委員長 

10 月 8 日に越谷市民まつりが開催されます。皆

様に於かれましては、朝8時に北駐車場へ集合して

ください。委員会メンバーは 7 時半までに集合して

頂き、事前にテント、幟等の設置を行い皆さんを出

迎えるように致します。 

今日付けで出欠の確認を取っておりますが、まだ

確認されていないメンバーさんがいますので、早目

に頂ければと思います。また、午前、午後と分けてそ

れぞれ出欠を確認させて頂いておりますが、私の方

でイベントに合わせた割り振りをしておりますので、 

当日お渡しするスケジュールに従って担当を行って

もらう事になりますので、宜しくお願い致します。 

 

      

 

・原ガバナー補佐、加藤補佐幹事、ようこそ。本日はク

ラブ協議会宜しくお願いします。 

長谷川真也 

・本日は第3回クラブ協議会宜しくお願いします。ガバ

ナー補佐、ガバナー補佐幹事、いらっしゃいませ。        

大島直幸 

・来週はガバナー公式訪問例会ですね。宜しくお願

いします。 

原美光 ガバナー補佐 

・秋空の下、来週のガバナー公式訪問前の表敬訪問

にお伺いしました。宜しくお願いします。 

加藤盛也 ガバナー補佐幹事 

・第 8グループガバナー補佐原様、加藤補佐幹事、

宜しくご指導お願いします。 

小林操・松井昭夫・青木清・市川洋和 

太田靖彦・大熊正行・岡﨑勲・木村二夫 

櫻井智之・関森初義・中澤伸浩・宮﨑敏博 

・世界平和の為に 

石井知章 

・長谷川会長、ジュースありがとう！ 

小林政一 

・クラブ協議会宜しくお願いします。 

                   関雄二郎 

・本日もよろしくお願い致します。 

                   髙瑠美子 

・本日は早退です。 

                   堀野眞孝 

 

 

 

出席報告 

 

会員数            53名 

出席免除者         15名 

出席者            40名 

出席率            80% 
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各委員会の活動計画の報告の流れ 

 

原 美光ガバナー補佐からご感想を頂きました。 

「一週間前訪問で、ここまでの形で流れを作って進行

しているクラブは初めてです。クラブによって違うんだ

なと改めて感じました。北クラブさんってすごいな、と

正直に思います。いろんなクラブを訪問させてもらい

ますが、一人一人が素晴らしいなという感じを受けま

した。越谷の代表だな、嬉しいな、と思います。」

http://koshigayakitarc.dyndns.org/
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10月 8日 （日） 

 

長谷川会長 挨拶 

 

吉澤奉仕部門長 挨拶 

 

深野社会奉仕委員長 挨拶 

 

 

 

オープニングパレード 

 

 

 

 

 

越谷市長はじめ来賓者に礼 

http://koshigayakitarc.dyndns.org/


週報                                       2017-2018国際ロータリーテーマ 

第 2770地区 第 8グループ                            “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 

 

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/ 

7 

 

 

越谷北ロータリークラブ アトラクション 

ふわふわアニマルパーク 

 

 

 

 

ふわふわツリーハウススライダー 

 

 

 

 

 

 

 

新アトラクション！？ 

 

 

懇親会 「割烹若松」 

 

長谷川会長 挨拶 

http://koshigayakitarc.dyndns.org/


週報                                       2017-2018国際ロータリーテーマ 

第 2770地区 第 8グループ                            “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 

 

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/ 

8 

 

 

 

松井直前会長による乾杯の音頭 

 

 

 

楽しい談笑が続きました… 

 

 

 

 

 

 

10月 8日の設営から本番まで、天気にも恵まれ、

皆様のご協力の下今年も無事に越谷市民まつりを終

える事ができました。恒例となったふわふわスライダ

ーも大人気の内、滞りなく運営されました。 

皆様のご協力とご尽力に、深く感謝申し上げます。

お疲れ様でございました。 
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