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会長卓話 

 

長谷川 真也 会長 

本日の卓話は、当クラブ例会場について卓話しま

す。越谷北ロータリークラブ１番初めの例会場は、北

越谷の足利銀行の 2 階からスタートしました。それか

ら 25 年度小林光則年度で今の例会場に引っ越して

きました。私が入会したのが次の年度でしたので私は、

この例会場しか知りません。今回例会場の近くにいい

条件の場所がありましたので皆様と話したいと思いま

す。 

ちなみに 2770 地区では、ほとんどのクラブは、ホテ

ルや商工会議所などを利用しております。 

当クラブは、自分の例会場をもっているのは、すごい

と思います。しかしメリットもありますがデメリットもあり

ます。1 番のデメリットは、家賃の問題です。約年間

200 万以上の家賃の問題は、大きい問題かもしれま

せん。そして当例会場の今の問題点（階段・トイレ・給

湯器）などの問題を含めて今日は、貴重な例会時間

を使って皆さんで話し合いたいと思います。 

第 2038回 例会記録   No. 23 

平成 30 年 2月 8日 

司会 ： 須加 篤史     編集 ： 新沼 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．結婚祝い・誕生日祝い 

５．会長卓話 

６．幹事報告 

５．委員会報告 

６．スマイル報告 

７．内部卓話 

   「例会場の変更について」 

 

 

次回例会案内 平成 30年 2月 14日 

3分間ロータリー情報 

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 
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幹事報告 

 

大島 直幸 幹事 

地区ロータリーの友代表委員より 

ロータリーの友は全国の地区代表委員が毎年集ま

ってゾーン別会議を開き、よりよい紙面にする為にデ

ィスカッションをしているそうです。今回、3/19 の開催

にあたり、各クラブの意見を募集しているそうです。 

関連委員長に書類をメールにて送信しますので、ご

協力をお願い致します。 

 

本日例会終了後に第 8回理事・役員会が開催されま

す。よろしくお願い致します。 

 

結婚記念・誕生日祝い 

 

 

誕生日祝い 

佐藤 要会員・関森会員 

川島 徹会員・星野敦鋭会員 

 

結婚祝い 

太田靖彦会員・大熊正行会員・星野敦鋭会員 

 

 

太田 靖彦 会員 

本日は結婚記念のお祝い皆様有難う御座います。私

もこの2月で５６回目の結婚記念を迎えます。 

近頃では結婚をしない方々がいっぱいおりまして、我

が家にもおりますが・・・ 

去年の統計上でいきますと新しく生まれた赤ちゃ

んより亡くなった方々が40万人くらい多いそうで、この

ようなことがずっと続けば日本という国はそれこそ人

口が減って高齢化になって、我々中小企業には人が

こないという時代が益々くるのではないかと考えてお

ります。 

 結婚をしない方、早く結婚をしてどんどん子供を作

って頂くようお願い致しまして、お祝いの挨拶とします。

私も結婚60周年までは頑張っていこうと思います。 

今後とも宜しく申し上げます。 

 

 

内部卓話 

例会場の変更について 

 
長谷川 真也 会長 

候補の例会場のメリット ・ デメリット 

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/ 

3 

 

【メリット】 

・現例会場より広くなる（約 15㎡）（少し幅が狭くなる） 

・応接室が出来る 

・エレベーターが付く 

・街道沿いに「越谷北ロータリークラブ」という看板が付く 

・トイレが洋式になり男女別になる 

・温水が使えるようになる 

【デメリット】 

・引越しに経費がかかる 

・家賃は変わらない 

・保証金（180万円）がかかるが公共費用が安くなり相殺

できるのでは 

 

 

大島 直幸 幹事 

アンケート結果より 賛成 ・ 現例会場がよい 

【賛成】 

・会員数 60名を目標とすると引越しは良い 

・女性会員を増やすにはクラブ環境の変化とトイレの 

問題は重要 

・ロータリークラブとして「占有出来る」例会場があるこ

とはメリットである 

・新例会場で心機一転 

・この機会を逃すと引越しが出来なくなるのでやる 

べきだ 

・エレベーターが付くのでよい 

・現例会場は狭い 

・せっかくの機会なので費用はかかるが移転を希望 

【現例会場よい】 

・新候補の例会場は細長いので違和感がある 

・そんなに会員が増えるとは思えない 

・保証金の負担が大きいので財政面が不安 

・保証金や引越し費用の捻出方法が問題 

 

会員にてディスカッション 

【ご意見 ・ 質疑 ・ 応答】 

・家賃は税込みか →税込み、現在と同程度 

・保証金償却について →保証金は年 10％にて償却 

・家賃が安くなるのが重要 

・新候補の例会場ではなく大島幹事所有のテントで 

あれば更に安い家賃で借りられる 

（立地・アクセス難有り） 

・クラブ活性化とは引越しをすることではない 

・周年行事にて費用負担が大きかったことと、今後

数年のことを考えると費用面が問題ではないか 

・引越しありきで話が進んでいないか 

・現状にて不便はないのでは 

・建設的に考えればよいかもしれない 

・心機一転としてはよいのでは 

・退会者はエレベーターがあれば良かったとの意見 

・現例会場の家賃交渉は出来ないのか 

・引越しに200万円程度の費用がかかるのであれば、

現例会場を整備するのはどうか 

・固定例会場を使用するのは費用がかかる、貸し例

会場を利用すれば費用コストが下がるのでは、そ

の削減出来た費用を他に使うことも出来るのでは 

・事務局としては固定の事務局はありがたい 

・現例会場の契約更新は 6月で 3月までに結論を 

・新候補例会場は縦長で狭い 

・自例会場があることはよい、ジプシー時代は大変

だった 

【今後の進め方】 

・現例会場の家賃の再交渉をおこなう 

・新候補例会場が先に他に決まってしまった際は別

をあたる 
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・本日、例会場についての皆様のご意見、宜しくお

願いします。                長谷川真也 

・寒いのでお身体ご自愛ください。。    大島直幸 

・結婚祝いありがとうございます。      太田靖彦            

・誕生日プレゼントありがとうございます。 佐藤 要 

・節分も過ぎて、名実共に新しい年になりました。よ

い年になる事を信じたいと思います。結婚祝いあり

がとうございました。             大熊正行 

・結婚、誕生日祝いありがとうございます。本日、よろ

しくお願いします。              川島 徹                      

・皆様、風邪に注意しましょう。私もインフルエンザで

はないけどカゼです。           宮﨑敏博 

・寒さ厳しい折、皆さんお体をご自愛下さい。 

                          関森初義 

・2 ヶ月振りのの出席です。ご無沙汰しております。

12月より葬儀が後々入り忙しい日を送っており例

会に出席出来ませんでした。       石井知章 

・皆様、いろいろおさわがせしました。氷の上は気を

つけましょう。                 須加篤史 

・緊張すればカゼを引かないと思ってましたが、カゼ

を引きました。インフルエンザ以上にきつかったで

す。皆さんも気を付けてください。     小林 操 

・寒い日が続きます。体調管理をしっかりしましょう 

堀野眞孝 

・世界平和 インフルエンザが流行っているので気を

付けて下さい。                今井英治 

・須賀さん、回復にむかってますね。無理なさらない

でください。                  松﨑義一 

・世界平和のために              関雄二郎 

・本日宜しくお願いします。         高瑠美子 

 

 

 

 

 

出席報告 

 

会員数            5３名 

出席免除者         14名 

出席者            37名 

欠席者            16名 

出席率            78.7% 
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