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会長卓話 

 

 

長谷川 真也 会長 

12 月 27 日会長卓話本日は、平成 29 年を振り返

って色々な事がありましたが自分が印象に残った事

を卓話いたします。まずは、【箱根駅伝】青山学院大

学が総合優勝、優勝は 3 年連続（1 月 2 日〜3 日）

戦後初となる3年連続での総合優勝を記録（往路・復

路ともに 1 位）。青学は出雲駅伝、全日本駅伝でも優

勝しており、箱根優勝により大学駅伝 3 冠を達成した。

次に茨城出身稀勢の里は、日本出身者として 19 年

ぶりの横綱となった。奉納土俵入りには、貴乃花以来

となる 2 万人の観衆が押し寄せた。次に大阪の学校

法人・森友学園への国有地安売り報道から始まり、森

友学園と安部首相との関係が疑われる事態に発展。
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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．卓話  「 上期を振り返って 」 

長谷川 真也 会長 

10．出席報告 

  

 

 

次回例会案内 平成 30年 1月 17日 

3分間ロータリー情報 

ロータリーの目的 
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森友学園が運営する幼稚園での愛国的教育も話題

に文科省が規制していた。大学獣医学部を、安倍首

相の友人が理事長を務める加計学園に新設。その選

定プロセスに疑惑噴出、連日話題となった。 

 

 

月末金曜日は 15時で仕事を切り上げようイベント。

飲食店などで需要睨んだ商戦展開。3月以降も毎月

開催するプレミアムフライデーが始まった。 

 

格安ツアー会社大手てるみくらぶが、にここ数年の粉

飾決算も発覚した。負債総額 150億円、うち顧客から

の預かり金 99億円の返済のめどがたたず話題にな

った。

 

昨年の天候不順から国産じゃがいもが不足、湖池屋、

カルビーなどがポテチ製品の生産中止を発表した。

明治製菓の人気商品。売り上げ低迷から生産工場を

大規模閉鎖、販売規模も縮小する。今後は西日本限

定の商品に 

 

6月末時点で 29連勝、30年ぶりに最多連勝記録を

更新した。まだ 14歳の中学生プロ藤井四段棋士が

連日特集され、対局時の昼飯にも注目集まった。 
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南米原産の毒アリ「ヒアリ」を国内で初確認。関西の

湾港から広がり、東京ほか国内各地でヒアリが発見さ

れた。殺虫剤が爆売れ 

 

東京区議選で全 127議席中 55議席を都民ファース

ト単独で、協力政党と合わせて 79議席を獲得した。

自民党は過去最低となる 23議席に落ち込みました。

その後の、衆議院では、惨敗した。 

 

九州北部豪雨では、福岡県、大分県中心に豪雨、死

者 35人、けが 14人の被害が出た。流木被害が過去

最大規模にｊなった。 

 

花咲徳栄高校が埼玉県勢の夏の甲子園初の優勝を

した。 

 

大相撲の日馬富士が飲食店で貴ノ岩を殴ったとして

責任を取って引退。事件の全容は解明されず、全体

的にキナ臭さだけが残った。 

 

 

RLI PartⅢ終了            近藤慎悟会員 

米山マルチ 6回目            黒田幸英会員 

ポールハリスフェロー 

    江口公晴会員・市川洋和会員・髙留美子会員 

マルチ一回目 

佐藤要会員・大濱裕広会員・須賀篤史会員 

マルチ二回目 

吉澤晴雄会員・会田謙二会員・長谷川真也会長 

マルチ三回目               大熊正行会員 

マルチ四回目               鈴木英男会員 

マルチ五回目 

黒田幸英会員・本間孝会員・岡﨑勲会員 

ベネファクター             長谷川真也会長 
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幹事報告 

 

 
大島 直幸 幹事 

・地区より 

地区事務所年末年始休業のお知らせが届いてお

ります。期間は 12/29～1/4です。 

・クラブより 

櫻井会員が 12月末日をもって退会されます。本人

の強いご希望で静かに退会したいとの事でしたの

で挨拶等は頂きませんでした。 

後期会費納入のお願いを FAX 致しますので、早

めの入金にご協力をお願いします。 

・越谷市暴力排除推進協議会より 

会費納入の御礼が届いております。 

・J.M.K より 

クラブとして J.M.K Jazzチャリティーコンサートに名

義の後援をしましたが、そのコンサートの案内が届

いております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

雑誌記事紹介 

 

 

ロータリー情報委員会 

江口 公晴 会員 

本日は、ロータリーの友 12月友愛の広場から、京都

嵯峨野 村田信也さんが投稿した  

「 クラブに対する不満は自分に対する不満 」 

から抜粋して紹介します。 

クラブにある不満の声として、「もっと奉仕活動をした

い」「楽しい例会ではないから出席したくない」」ロータ

リーが面白くない」などがあります。この不満は、退会

につながる重大問題です。やはり、自らが積極的に

奉仕活動を企画して、面白いロータリー活動にする

べく、自らが導くことができていれば、こんな不満は出

てこないのではないでしょうか。そのためにも実は、親

睦が一番重要だったりします。例会だけではなく委員

会に参加して、自ら提案と問題提起をするような取組 

み、奉仕活動にも率先して参加をし、同好会などの

活動にも企画から加わるなど、あらゆる機会に積極的

に参加することが、活力ある明日のクラブ活動へと続

くと思ってます。 
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委員会報告 

青少年奉仕委員会 

並木 勇一 委員長 

 

2018年 2月 3日より 8日まで、韓国からの交換

留学の受け入れがあります。さまざまなイベント

が組まれる中ですが、6日、7日が越谷北ロータ

リーにて観光のサポートを行います。 

6日は獨協埼玉のインターアクトクラブの生徒と

共に東京観光。7日は例会の為、学校観光を予定

しております。6日の東京観光にご参加いただけ

る方を募集いたします。 

宜しくお願い致します。  

 

 

 

 

 

卓話 

 

長谷川 真也 会長 

「 上期を振り返って 」 

・ ジュニア甲子園野球大会（8月） 

・ 納涼例会（8月） 

・ インターアクト年次総会（8月） 

・ 家族同伴クリスマス例会（12月） 

・  
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会長が撮影した DVDを上映しました。 

 

 

 

 

      

・皆様のおかげで上期無事おわりそうです。 

平成 30年が皆様にとっていい年になります事をお

祈りします。  

長谷川真也  

・よいお年を！ 

大島直幸  

・本日もよろしくお願い致します。 

 松井昭夫  

・長谷川会長・大島幹事上半期ご苦労様です。 

 あと半年宜しくお願い致します。 

松﨑義一・宮崎敏博  

・風邪の為例会を続けて休みました。皆様もお体を大

切にして下さい。                 

黒田幸英  

・世界平和の為に                

大濱裕広・山本正乃  

                    

・長谷川年度上期の上映を楽しみにしてます。 

関森初義  

・寒中見舞い申し上げます。 

今年中は大変お世なりました。来年も宜しくお願い

申し上げます。 

  堀野眞孝  

・ノーコメント 

 大熊正行  

・今年もお世話になりました。 

 来年も宜しくお願いします。 

        鈴木由也・小林政一・髙留美子 

市川洋和・鈴木英男・中澤伸浩 

須賀篤史・佐藤要・本間孝 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出席報告 

 

会員数            54名 

出席免除者         15名 

出席者            35名 

出席率           79.5% 
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