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会長卓話 

 

長谷川 真也 会長 

皆様こんにちは、先週の 16 日に一般社団法人 越

谷青年会議所の賀詞交歓会に参加しました。印象は、

会長の挨拶始め、しっかりしているイメージでした。昨

日は、越谷ロータリークラブの例会に小林 操会員と

宮崎敏博会員と行きました。この時期は、確定申告で

会場がコミセンでした。さすがに親クラブの例会であり

しっかりしていました。本日は、せんげん台子供食堂

の方々、ガールスカウト埼玉第 11団の皆様の活動に

対し助成いたします。 

今年度は、特に事業の見直しなど 2 年後に当クラ

ブからガバナーを出す為に経費等の見直しなどして

います。特に例会場の家賃の問題などしっかり交渉

しているところです。今後のクラブの為にしっかり会長

の職務をしっかりしていきたいと思います。 

 

第 2040回 例会記録   No. 25 

平成 30 年 2月 21日 

司会 ： 伊藤 純    編集 ： 新沼 徹 

会 次 第 

1．点鐘 

2．ロータリーソング 「我らの生業」  

3．お客様の紹介 

 ・一般財団法人 ガールズスカウト埼玉県第 11団 

                団委員長 星野 美江 様  

                     リーダー  野上 ひとみ 様 

 ・せんげん台こども食堂 副代表 野尻 真寿美 様 

                       佐野 れい子 様  

4．会長卓話 

5．幹事報告 

6．雑誌記事紹介  情報委員会 深野 秀樹 会員 

7．委員会報告  

・会員増強維持委員会  新沼 徹 

・次時年度の地区について   宮﨑 敏博 会員 

・次年度副幹事  中澤 伸浩 会員 

8．外部卓話 「認知症に関する卓話」 

  越谷市地域包括支援センター 

   桜井主任介護支援専門員   内野 靖広 様 

 

 

次回例会案内 平成 30年 3月 7日 

結婚記念・誕生日祝い 

四つのテスト 

防災に関する卓話 

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 
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幹事報告 

 

大島 直幸 幹事 

地区より 

韓国青少年交流訪日団受け入れの御礼が届いてお

ります。 

インド 3000地区とのVTTプログラムの案内が届いて

おります。 

 

越谷東ロータリークラブより 

先日皆様の方へ FAXを送信致しましたが、越谷東ロ

ータリークラブさんの方で「海外安全対策セミナー」と

いうのを開催するそうです。こちら興味のある方は登

録してご出席をお願い致します。 

 

越谷中ロータリークラブより 

例会の案内が届いておりますので掲示しておきます。 

 

ガールズスカウト様より 

お菓子とストラップを頂ましたので皆様にお配り致し

たいと思いますので宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

お客様の紹介 

 

一般財団法人ガールズスカウト埼玉県第11団 

団委員長 星野 美江 様 

リーダー 野上 ひとみ 様 

いつもご支援いただきありがとうございます。活動の

報告をさせていただきます。 

2017年12月23・24日の一泊外出プログラムを『横

浜でグローバル体験』とし、ガールスカウトとして世界

にもっと視野を広げられるようなプログラムを考えまし

た。横浜山手西洋館の「世界のクリスマス展」では、各

国のクリスマスのテーブルセッティングや飾り付けを

見たり、山下公園にあるガールスカウトの日米友好の

碑の見学。横浜税関では、本物と偽物の見極め方を

ゲーム感覚で教えていただきました。ＪＡＩＣＡ横浜館

では、移民についての説明を聞く等盛り沢山の体験

ができました。 

スカウトたちは、これからの世代を担う子供たちです。

これらの体験が役立ち、奉仕する精神を日本国内に

とどまらず世界にむけて発信できる社会人に育ってく

れることを願っている私達大人です。今後ともどうぞよ

ろしくお願い致します。 
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長谷川会長より寄付金の贈呈 

 

 

せんげん台こども食堂  

副代表 野尻 真寿美 様 

      佐野 れい子 様 

今年度も越谷北ロータリークラブ奨励事業の補助金

ありがとうございます。こども食堂の食材購入など大

切に使わせていただきます。 

 おかげさまで、「せんげん台こども食堂」は、一昨年

の 5月から今年 2月で 27回開催し、この 5月で丸 2

年になります。2年目の参加者数は、1年目に比べて

平均 40人に増加し、多いときは 70人の参加がありま

した。常連の子ども達に加え、地元の方々が気になる

子を誘って来てくれるなど、口コミで対象と思われる

子も少しずつ増えてきました。 

 「同じ釜の飯」とはよくいったもので、手作りのご飯を

みんなで一緒に食べることは、本当に温かいコミュニ

ケーションが生まれます。また、「こども食堂」は、親や

学校の先生以外の大人と出会う場所となっています。

子どもにとって、自分を認めて見守ってくれる大人が

いるんだと知ること、「見守ってもらっているから頑張

れる」そういう安心感をもてることは、その子の生きる

力になると「こども食堂」の活動をしていて確信を持ち

ました。 

 私たちが本当に対象としている子たちは、すぐにた

くさん来るということはありません。顔の見える関係で

じっくりと信頼関係を作っていくことが大事だなと感じ

ています。とても時間がかかることですが、地域で生

活している私たちにこそできることだと考えています。

いただいた補助金を有効に使わせていただき、地域

で子どもを支えるセイフティネットとなるべく、長く活動

を続けていきたいと思っています。 

 

長谷川会長より寄付金の贈呈 
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雑誌記事紹介 

 

情報委員会 深野 秀樹 会員 

ロータリーの友 1月号より抜粋 

「思い立ったら即行動」 西内ひろさん講演会 

8月 26日、当クラブかサポート役を務め獨協大学

にて第 30回インターアクト年次大会を開催致しまし

た。講演者にはモデルやタレントとして、また世界 30

ヶ国以上を巡り、自身の才能をいかした写真集を発

表するなど幅広く活動する西内ひろさんを招きました。

西内さんは海外へ行く前でも誰でも不安はあれば期

待もある、そのときに 1歩踏み出せば自分の視野も広

がり可能性を広げることが出来ると 60枚の写真を写

しながら語ってくれました。生徒からは2014年ミス・ユ

ニバース東京代表に選ばれた彼女が、きれいすぎて

直視出来ないと言う声も上がっておりましたが、公演

後には質問しようと手を上げる生徒が多く、司会が質

問の時間の受付終了を告げる程、心に響く講演会と

なったそうです。 

また午後は講演の内容を踏まえ、海外へのチャレ

ンジ、ボランティア活動をテーマにした分科会を開き

意見交換を致しました。当日夜、西内さんがそうそう

SNS会員制交流サイトのインスタグラムに大会の模様

をのせるなど、参加したインターアクト達のコメントが

寄せられ、それに西内さんが丁寧に返信していまし

た。クラブでは今後も生徒達のチャレンジを後押しす

るきっかけを作っていきたいと考えております。という

記事なのですが、今、このインターアクトの模様が小

さく写真で掲示されておりますが、ミス・ユニバース東

京代表に選ばれました彼女が「後ろ姿」しか載ってい

ないのが残念でした。 

 

委員会報告 

 

会員増強維持委員会 新沼 徹 

日々、皆様増強活動にご協力頂きまして誠に有難

う御座います。昨年も配布をさせて頂きましたが、本

日、再度「増強ポスター」を配布させて頂きます。皆様

増強活動にご協力お願い致します。 

また、近々「入会ガイダンス」が出来上がって参りま

す。そちらもお配りさせて頂きます。ご協力の程、宜し

く申し上げます。 

 

 

次時年度の地区について 

 宮﨑 敏博 会員 

2019/20年度、小林 操さんが当地区のガバナー

になられます。 

➀次年度の行事について 

結団式、壮行会、地区チーム研修セミナー、会長/

エレクトセミナー、地区研修協議会、地区大会、地区

ゴルフ、それぞれの日程、場所が決定致しました。そ

の中で地区研修協議会がこの 4月に開催される予定

でして、そのホストクラブを越谷ロータリークラブがや

って頂くことになりました。 
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今年 2月から小林年度に入るまでの行事計画書を

作成致しました。掲示しておきますのでご確認、ご協

力下さい。 

 

②地区副幹事について 

 現在、地区副幹事が決まりつつありますが数名程

度足りない状況です。ペッツが終了次第、発表させて

頂きます。副幹事に選ばれた方はご協力をお願い致

します。 

 

③壮行会について 

 今年12月17日に開催されます。この壮行会のホス

トを当クラブにて実施しなければなりません。開催場

所は「ギャザホール」でおこなわれます。ご協力の程、

お願い致します。 

 

 

次年度副幹事 中澤 伸浩 会員 

 本日、例会終了後 1:45から、第 2回 被選理事会

を開催致しますので、理事・役員の皆様お残り頂きま

すようお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

外部卓話 

 

「認知症に関する卓話」 

  越谷市地域包括支援センター 

   桜井主任介護支援専門員   内野 靖広 様 
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・お客様ようこそ。本日の卓話 越谷市地域包括支

援センター 桜井様、宜しくお願いします。 

                長谷川真也 

・お客様いらっしゃいませ。もう花粉が飛んでます。 

    大島直幸 

・越谷市地域包括支援センターの皆さん、ガールズ

スカウト埼玉第 11団の皆さん、こども食堂の皆さん

ようこそ。                    小林 操 

・本日はたくさんのお客様おいで下さいましてありが

とうございました。               青木 清 

・お客様いらっしゃいませ。認知症に関する卓話、宜

しくお願い致します。            鈴木英男 

・越谷市地域包括支援センター桜井主任介護支援

専門員 内野靖広様、卓話よろしくお願い致しま

す。                       江口公晴 

・本日の卓話楽しみにしています。     宮﨑敏博 

・お客様ようこそいらっしゃいました。    松﨑義一 

            大熊正行、会田謙二、須賀篤史 

            深野秀樹、木村二夫、高橋忠克 

・本日も宜しくお願いします。        高瑠美子 

・世界平和の為に              大濱裕広 

・大熊さんおいしいドリンクありがとうございます。 

小林政一 

・日々、増強活動誠に有難う御座います。本日、増

強用ポスターを、再度お配りさせて頂きます。引き

続き、増強活動宜しく申し上げます。日々、奉仕の

気持ちを大切に！本日も宜しく申し上げます。 

                   新沼 徹 

 

 

 

 

 

 

出席報告 

 

会員数            53名 

出席免除者         14名 

出席者            31名 

欠席者            22名 

出席率            67.4% 
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