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会長卓話 

 

吉澤 晴雄 会長 

 皆様こんにちは。今月は例会場での例会が最後と

なります。今週日曜日は市民まつりです。例会となり

ますので、社会奉仕委員会位の指示のもと、ご出席

宜しくお願い致します。 

 先週の例会にて、青少年委員会江口委員長よりご

案内がありました。獨協埼玉高校インターアクトクラブ

の生徒の韓国送りだしと受け入れの件ですが、ホー

ムスティを受けて頂ける家庭がないとの報告を頂きま

した。私の家で受け入れられれば一番良いのですが、

私も今現状このような状態の為、受け入れることがで

きません。インターアクトクラブを支援している以上、

青少年育成の為、学生の希望にはなるべく応えてあ

げたいとは思いますが、今現在厳しい状況です。次

年度はガバナー輩出クラブという事と、次年度会長は

地区の青少年委員会で活躍した方ですので、間違

いなく青少年交換学生を受け入れなくては、ならなく
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なると思います。今からでも来年に向けての対策も必

要なのではないかと思います。 

 さて、本日はガバナー公式 2 週間前の、ガバナー

補佐訪問、第 3 回クラブ協議会でしたが、大熊ガバ

ナー補佐が体調不良という事で、大熊ガバナー補佐

および水町補佐幹事は欠席となります。本日はガバ

ナー公式訪問例会の予行練習という事で、今までと

違ったやり方を皆様と模索しながら進めていきたいと

思います。本日も宜しくお願い致します。 

                                

幹事報告 

 

中澤 伸浩 幹事 

(クラブより) 

・地区大会の件 

11/10(土)-11（日）、大宮ソニックシティにて地区大

会が開催されます。次年度ホストクラブを務めるクラブ

として、全会員の出席をお願いします。11/11(日)の

大会第 2日第 2本会議の 14：20から、「クラブ紹介」

にて、クラブ会員全員がステージに登壇します。また、

次年度ホストクラブとして、17:55 以降、クラブ紹介及

び挨拶が予定されており、その際にも、当クラブ会員

がステージに登壇し、全会員で次年度へ向けてのア

ピールをすることになっています。次年度ホストクラブ

として面目を損ねることのないよう、全会員のご出席

参加を、やむを得ない事情で全日の参加が難しい場

合でも、クラブ紹介、ホストクラブ紹介の時刻には必

ずご参加頂きますようお願いします。 

・東武よみうりに、越谷市制 60周年・第 44回越谷市

民まつりの協賛広告を掲載しました。 

・11/3 には、越谷市制 60 周年のイベントが催され、

市民球場前にて、クラシックカーの展示イベントに、

木村会員、佐藤会員が参加予定とのことですので、

是非ご観覧下さい。 

･本日、事務局杉山さん、伊丹さんに 10 月分給与を

支給させて頂きます。 

・本日は、第 3回クラブ協議会どうぞよろしくお願いい

たします。 

 

委員会報告 

親睦活動委員会 大熊 正行 会員 

 来たる 11月 15日開催の親睦ゴルフコンペに 22名

の参加申し込みをいただきました。大変ありがとうござ

いました。近日中に組み合わせ表を参加者の方に

FAX送信致します。あと 2名の空きがありますので 

都合の良い人は是非参加してください。 

 

社会奉仕委員会 新沼 徹 委員長 

 第 44回越谷市民祭りが 10月 28日（日）に開催致

します。例会扱いで皆様にご出席いただきたいと思っ

ていますので宜しくお願い致します。 

 当日社会奉仕委員会の皆様は現地に7時集合、そ

の他の方々は 8 時に昨年同様越谷市役所北側駐車

場にお集まりください。準備と役割分担のお話しをさ

せて頂いたあと、9 時 15 分から交通安全パレードに

ご出席頂きたいと思っています。10 時からロボスライ

ダーとボールプールの事業を始めます。15時半に業

務を終了し、片づけを行い解散という流れです。18

時から懇親会を若松の方で予定しています。よろしく

お願いします。 

 

出席会場運営委員会 大島 直幸 会員 

 来週 10 月 31 日は 10 月 28 日の市民祭り振替の

ため、例会場での例会はございません。またクールビ

ズ期間が 10 月までなので、次回例会場で行う 11 月
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7 日ガバナー公式訪問からはネクタイ着用でお願い

します。 

 

浪江友好委員会 長谷川 真也 委員長 

 10 月 11 日に小宮山会長エレクト、クラブ活性化委

員長の松井委員長、浪江友好委員会大島副委員長、

中澤幹事と私の合計 5人で浪江RCに行かせて頂き

ました。向こうでは本年度の事を浪江RC友好委員の

吉田前会長と話しましました。浪江 RC は来年度 50

周年という事で事前用意があるため、本年度は浪江

RC との友好との絡みはありません。来年 11月 16日

に 50 周年の式典をやるのでその時に行うという事で

話が進んでいます。浪江 RCは来年で 50周年という

事を、会員皆様の頭に入れておいてください。 

 

 

    
・本日のクラブ協議会よろしくお願いします。 

吉澤 晴雄 

・本日大熊ガバナー補佐より「体調不良のため欠席で

誠に申し訳ありません。11月 7日のガバナー公式訪

問の際には必ず出席しますので、会員の皆様によろし

くお伝えください」との事でした。本日クラブ協議会よ

ろしくお願いします。 

中澤 伸浩 

・ガバナー公式訪問 2週間前です。準備をしましょう。 

小林 操 

・ガバナー補佐大熊様、本日はよろしくお願いします。 

松崎 義一 

・本日は、気楽なクラブ協議会です。前代未聞です。 

大熊 正行 

・皆様のポストに 3 階でビルオーナーが経営している

マッサージ店のティッシュを入れさせて頂きました。私

も時々利用しておりますが、身体の疲れが癒されます

ので、是非ご利用ください。 

橋本 哲寿 

・前回欠席申し訳ありません。 

岡崎 勲 黒田 幸英 

・本日早退させて頂きます。 

浅野目 猛 

・世界平和の為に。 

堀野 眞孝 大濱 裕広 

 

出席報告 

会員数            49名 

出席免除者         14名 

出席者            37名 

欠席者            12名 

出席率            86% 

 

第 3回クラブ協議会 

 

クラブ協議会が行われ各委員会で発表を行います 

 

 

ガバナー公式訪問に向け、クラブ協議会をどのように

進行させるかじっくりと話し合いました 
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第 2073回例会 越谷市民祭り 

 10月 28日に越谷市で市民祭りが行われました。 

越谷北 RC は社会奉仕委員会を中心に、ロボスライ

ダーとボールプールを行いました。 

 

 

事業前の交通安全パレードを行っています 

 

 

(ロボスライダー) 

今年も大盛況。会員も必死に頑張っています。 

 

 

(ボールプール) 

子供たちが楽しそうに遊んでいます 

 

ポリオ撲滅の意志を固めています 

 

 

米山奨学生の邵ちゃんも手伝ってくれています 

 

 

獨協埼玉高校インターアクトの生徒たちも募金活動

に協力してくれました 

 

 

越谷市民祭り、お疲れ様でした 
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