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会長卓話 

 

長谷川 真也 会長 

皆様、明けましておめでとうございます。本年もよろ

しくお願いします。皆様は年末年始をどのようにお過

ごしになられましたか？私は毎年元旦はお墓参りをし

ております。始めたきっかけは、私には大親友が 3人

いました。20歳の時に突然死で一人亡くなり、30歳

の時に白血病で二人目が亡くなりました。この時は夜

いきなり友人から電話があり、「今から見舞いに来い」

と言われ、断ったのですが、「来い来い」とうるさいの

で壬生の獨協病院まで行きました。夜の 8時頃に着

き 2時間程話をしていると、「今日は泊まっていけ」と

友人がしつこく言うので泊まりました。その日の夜中

に急変し、友人は亡くなりました。この時初めて人が

目の前で亡くなるのを見ました。初めは同級生二人

のお墓をお参りし、同級生の実家、そして自分の実

家のお墓をお参りをしていました。私の家のお墓は竹

ノ塚の舎人にあります。たまたま林家三平さんと同じ

第 2034 回 例会記録   No. 20 

平成 30 年 1月 10 日 

司会 ： 須賀 篤史     編集 ： 市川 洋和 

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．結婚祝い・誕生日祝い 

5．会長卓話 

6．幹事報告 

7．委員会報告 

8．スマイル報告 

9．内部卓話       「戌年生まれの会員の抱負」 

10．出席報告 

次回例会案内  

平成 30 年 1月 25 日 

ＩＭ・第 8合同新年会「ｷﾞｬｻﾞﾎｰﾙにて」 

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 

 

お寺です。44歳の時に最後に残った同級生も現場

の転落事故で亡くなりました。現在はかみさんのお母

さんのお墓・同級生 3人のお墓・仕事でお世話にな

った元会員の中澤さんのお墓・ロータリーでお世話に

なった石川輝次さんのお墓・自分の家のお墓・そして

ロータリーで私の親の小河内梅幸さんのお墓参りをし

ています。しかし、小河内さんのお墓は久伊豆神社

の参拝者が多くて行けませんでした。1月 6日の命日

は拝みに行きました。そして毎年恒例のゴルフは、1

月 4日に宮﨑会員･堀野会員と 2～3組で 8年程お

世話になっております。皆様も色々なお正月の過ごし

方があると思いますが、これが私のお正月の過ごし方

です。 

       幹事報告 

 

大島 直幸 幹事 

・地区より 

トロント国際大会における日本人親善朝食会のご

案内が来ております。 

・RYLA研修参加者募集の延長のお知らせが来てお

ります。 

・越谷中ロータリークラブより 

恒例の国際食文化交流会のご案内が来ております。

日程はH30年 1月 21日(日)午前 10時より、おおた

け保育園講堂にて。 

・ロータリーの友 1月号 48ページにインターアクト年

次総会の様子が掲載されております。 

・本日第 7回理事・役員会を行います。 

・後期分の会費の納入をお願いします。 

結婚記念・誕生日祝い 

 

誕生日祝い 

青木清会員・松﨑義一会員・大熊正行会員 

髙橋忠克会員・渡辺裕介会員 

 

結婚祝い 

江口公晴会員・川島徹会員・松井昭夫会員 

 

松井 昭夫 会員 

明けましておめでとうございます。新年早々結婚記念

日のお祝いを頂きまして有難うございます。昭和50年

1月25日に結婚しまして42年の歳月が経ちました。夫

婦とは固い絆で結ばれています。一生手をつないで

過ごしていければと思っております。今後とも宜しくお

願いします。 

委員会報告 

職業奉仕委員会： 近藤 慎悟 委員 

次回の例会で職業奉仕フォーラムを行います。 

先日ファックス致しましたフォーラムで行う議題につい

てご記入の上、来週の例会にご持参して下さい。 
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内部卓話 

戌年生まれの会員による今年の抱負 

 

今井 英治 会員 

 

新年あけましておめでとうございます。今年は戊戌

年になります。戊は草木が生えること。戌は土に還る

ことと言われ、古いものから新しいものに生まれ変わ

るという意味になります。今年の抱負は時代の変化・

環境の変化に迅速かつ柔軟に対応し、社会から求め

られる企業になりたいと思います。今考えているのは、

異業種と連携し、今まで販売していない物を販売し、

外注先とコラボレーションして販売先を関東エリアま

で広げていきたいと思っております。グローバル化に

関しましては、日本で作った商品を台湾・ベトナム・韓

国などで販売していきたいと思います。毎年会社で

四字熟語を発表しています。今年の四字熟語は「報

恩謝徳」です。何事にも感謝の気持ちを持って必ず

恩返したいと思います。 

 

江口 公晴 会員 

 

明けましておめでとうございます。本年もよろしくお

願いします。今年 48歳になります。平成 15年にこの

仕事を始めましたので、今年で丸 15年になります。

お正月に改めて今の自分を見つめ直し、慢心した部

分があり、反省しました。今年は仕事に、そしてロータ

リー活動に邁進したいと思います。 

 

 

大濱 裕広 会員 

 

明けましておめでとうございます。去年、一昨年とい

ろいろありまして、今年は夫婦仲良く、楽しい家庭を

作りたいと努力します。健康面では去年はラーメンに

はまりまして、体重が 80キロになりました。今年は 5

キロ体重を落としたいです。そしてゴルフに関しまして

は、中々スコア 100を切る事が出来ないので、今年

は着実に 100を切りたいと思います。 

 

 

近藤 慎悟 会員 

 

  明けましておめでとうございます。本年もよろしくお
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願いします。今年で 3回目の戌年になります。今年

は生業を伸ばすチャンスそして変化の年と言われ

ているらしいです。今年度のロータリーの会長テー

マ「ROTARY:MAKING A DIFFERENCE」にふさわ

しい年になりそうです。今年は仕事もロータリー活

動も「変化」に着目して頑張りたいと思います。ロー

タリーに入会してから太ってしまったので、今年は５

キロ体重を落としたいです。 

 

 

 

髙橋 忠克 会員 

 

 明けましておめでとうございます。会社を設立して

20 年の月日が経ちました。自分の人生ではまだ中間

地点です。この先々続けられるように健康に気を付け

て頑張りたいと思います。 

 

深野 秀樹 会員 

 

 明けましておめでとうございます。1970 年 7 月生ま

れの戌年です。25 歳の時にこれからの人生はなるべ

く笑っていこうと決めました。今も笑うということを意識

しております。45 歳を過ぎたころから、白髪が生え、

目の衰え、体力の低下を感じました。今年はまだ 1度

も受けたことのない人間ドックを受けたいと思います。 

 

 

松井 昭夫 会員 

 

 72 歳の戌年です。12 年前の安井年度に入会させ

て頂きました。今年の暦を見ましたら九紫火星は八方

塞がりになりやすい年回りということなので、今年は静

かに 1年を過ごせていけたらと思います。私の年度で

は皆様に大変お世話になりました。 

 

渡辺 裕介 会員 

 

 明けましておめでとうございます。個人の抱負は昨

年 365 日かかさずお酒を飲みました。今年は出来る

だけ休肝日を作りたいと思います。ロータリーの面で

は次年度出席・会場運営の委員長を務めさせて頂き

ます。学ぶ気持ちで一生懸命頑張ります。仕事の面

では塗装と防水工事の仕事をしております。主にﾏﾝ
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ｼｮﾝやビルの外壁の修繕工事をしておりますが、今

年は民間の仕事・役所関係の仕事も徐々にやってい

きたいと思います。努力を重ねやれることは自分でし

っかりやりたいとおもいます。 

 

      

・明けましておめでとうございます。会員皆様にとって

良い年になりますように。       長谷川真也 

・明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願

いします。                 大島直幸                          

・新年あけましておめでとうございます。昨年はいろい

ろお世話になりました。今年もよろしくお願いします。 

                          小林操                                                               

・新春のお慶び申し上げます。      稲垣勝三                

・今年もよろしくお願いします。      吉澤晴雄                    

・今年もよろしくお願いします。1月 3日ライスボウル弊

社がスポンサーになり 13 年になりました。息子はグラ

ン ド 、私は運営で した 。     小宮山大介                           

・新年あけましておめでとうございます。本年もよろしく

お願いします。 

      鈴木由也・宮﨑敏博・須賀篤史・岡﨑勲 

      本間孝・太田靖彦・鈴木由也・市川洋和 

      髙𣘺正美・小林政一・関森初義・近藤慎悟 

      本間睦人・関雄二郎・会田謙二・鈴木英男 

      木村二夫 

       

・明けましておめでとうございます。誕生日祝いありが

とうございます。 

      大熊正行・松﨑義一･髙橋忠克・渡辺裕介 

・今年も宜しくお願いします。結婚記念日のお祝い 

ありがとうございます。 

                  松井昭夫・江口公晴 

・前回欠席しまして申し訳ございません。 

                          吉田実 

 

出席報告 

 

会員数            54名 

出席免除者         15名 

出席者            38名 

欠席者            16名 

出席率            79.1% 
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