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会長卓話 

 

長谷川 真也 会長 

本日の卓話は、11月10日東日本大震災で被害を

受けた東松島市に黒松の植樹に行ってきました。今

年度のRI会長の提言の中の 1人 1本の植樹に対し、

第 8グループでは、5クラブでお金を出し黒松の植樹

をいたしました。当クラブからは、私が代表で参加い

たしました。当日の様子は、IM の時にご報告いたし

ます。次に 11日～12日の地区大会参加御苦労様で

した。2 年後ホストクラブになりますので色んな意味で

興味ある地区大会でした。2 年後は北クラブらしい地

区大会をしたいと思います。次にこれからの安養冠岳

RC とのこれからの関係などの話合いを例会中に行

いますので短くいたします。これまでの安養冠岳 RC

との歴史は、私が入会前などで当時の事は分かりま

せんが、後ほど当時の事を知っている方々にお話を

聞きたいと思います。事前に皆様に書いて頂いたア

第 2029回 例会記録   No. 16 

平成 29 年 11月 22日 

司会 ： 伊藤 純     編集 ： 関 雄二郎 

 

会 次 第 

1．点鐘 

2．ロータリーソング  「我らの生業」 

3．ロータリアンの行動規範 

4．会長卓話  

5．幹事報告 

6．雑誌記事紹介 

7．委員会報告  

8．スマイル報告 

9．「姉妹クラブ提携について」 

10．出席報告 

  

 

次回例会案内 平成 29年 12月 13日 

3分間ロータリー情報 

ロータリーの目的 

年次総会 

 

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 

 

ンケートと今日の話し合いを、明日、私と大島幹事・

今井国際奉仕委員長・須賀会員・渡辺会員で安養冠

岳 RC に行き、話し合いをしてきます。以上で本日の

卓話を終了いたします。 

 

幹事報告 

 

大島 直幸 幹事 

・地区より 2020-2021年度ガバナー候補者の推薦に

ついての案内が来ております。 

・クラブより、IM ゴルフに参加していただいた会員の

皆様、お疲れ様でした。 

・浪江 RC より年度計画書が届いております。 

・「国際大会の登録」早期登録の〆切が12月15日な

ので、オンライン登録をお勧めします。又は事務局

に依頼の場合は12月の第一例会までにお願いしま

す。 

雑誌記事紹介 

 

松井 昭夫 会員 

「こんにちは！」子どもたちの元気な声、キラキラし

た瞳、明るい笑顔。7月 17日、インドネシア・バリ島に

ある国立第 6 小学校を会員 10 人で訪問。私たちは

子どもたちに囲まれ、握手やサインを求められ、まる

でスターさながらの歓迎を受けました。というのも、同

校への海外からの訪問者が初めてで、ほとんどの子

は外国人に会うのが初めてとのことでした。 

国際奉仕活動および青少年奉仕活動の一環で、

バリタマン RC と協同で小学校にトイレと手洗い場を

設置しました。支援自体は四年前から行っており、当

初 2年は就学困難な児童を対象にした事業でしたが、

昨年からトイレと手洗い場の設置を進めています。 

国立第 6 小学校は児童数 650 人で、校長先生に

よると、2 年ほど前からトイレが詰まり、とても不便だっ

たとのこと。今回の支援を大変喜んでいました。バリ

島の小学校は衛生面で恵まれているとは言えず、手

洗いの習慣がなく、疾病の原因にもなっています。手

洗い場を設置し、手洗いの習慣を啓発することで、多

くの子供たちが病気から守られるとのこと。その手助

けになれば大変うれしく思います。 

バリ島では万亀子・イスカンダール氏をはじめ、バ

リタマン RC の会員に大変お世話になりました。彼ら

の協力があってこそ、現地の実態を知り、意義ある活

動ができたのだと実感しています。また、子どもたち

の喜んだ顔を見ることができ、熱烈な歓迎を受け、な

かなか得られないような感動を覚えました。今後もクラ

ブではこのような国際奉仕活動、青少年奉仕活動を

続けていきたいと考えています。 

 

 

委員会報告 

青少年奉仕委員会：並木 勇一委員長 

 地区より RAYLA研修セミナーの案内がきておりま

す。インターアクト海外研修の申し込みが 2名ござい

ました。獨協埼玉高校の伊藤さん宅に関しては韓国

からの研修生の受け入れもお願いしております。 
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出席会場運営委員会：須賀 篤史委員長 

地区大会お疲れ様でした。弁当代をもらってない

方は私のほうまで連絡ください。今年度は出席率が

高く推移しておりますが、今まで 100％出席の方で地

区大会に来れなかった方がいらしたらメイキャップカ

ードをお出しください。 

 

親睦活動委員会：大濱 裕広委員長 

12月20日ギャザホールにて家族同伴クリスマス例

会を行います。詳細は FAXにてお流ししますので皆

様奮ってご参加よろしくお願いいたします。 

 

      

・明日から韓国に行ってきます。本日の姉妹クラブの

提携について慎重審議お願いします。 長谷川真也                      

・本日もよろしくお願いいたします 

             大島直幸・松井昭夫・宮﨑敏博 

・財団月間で皆様大変ご協力ありがとうございました。 

髙橋忠克 

・地区大会欠席で申し訳ございません。本日もよろしく

お願いいたします。              髙瑠美子 

・世界平和の為に                大濱裕広 

・本日もよろしくお願い致します。       松井昭夫                    

・大変寒くなりましたお身体をお大事に。  堀野眞孝                        

・寒くなりました。体調に気を付けましょう。 大熊正行           

・前回欠席しました。         太田靖彦・吉田実 

・日々奉仕の気持ちを大切に、本日もよろしくお願い

いたします。                   新沼徹 

・地区大会お疲れ様でした。         須賀篤史 

・今日は、「いい夫婦の日」皆様夫婦仲良くしてます

か?・・・・・・                    木村二夫 

                  

 

 

 

姉妹クラブ提携の在り方について 

国際奉仕委員会 

11月 23日から姉妹クラブである安養冠岳 RCに

表敬する長谷川会長進行の元、若手からベテランの

メンバーで様々な意見が出ました。また韓国との話し

合いの結果報告は改めてご報告します。 
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出席報告 

 

会員数            54名 

出席免除者         15名 

出席者            40名 

出席率            83.3% 
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