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会長卓話 

 
吉澤 晴雄 会長 

皆様こんにちは！早いもので 10月に突入いたしま

した。今月も宜しくお願い致します。 

さて、先週は台風 24号が直撃し、市内もあちらこ

ちらで木が倒れたりして、大変な被害がありました。雪

が降ると、一柳会員、大濱会員が忙しくなり、台風が

直撃すると、深野会員が忙しくなるみたいです。今週

末も台風 25号が発生していますので、十分にお気を

つけください。 

来月 11日（日）には大宮ソニックにて、地区大会が

開催されます。特に今年の地区大会では、クラブ紹

介の時に、従来では会長のみの登壇でしたが、メン

バー全員が登壇すると聞いています。また、大会最

後には、来年の地区大会がホストクラブという事で、メ

ンバー全員で登壇し、来年の地区大会のアピールを

致します。当日は 100％出席例会を目指しますので、

メンバー全員の参加を宜しくお願い致します。 

本日は先週に引き続き、8月 7日に J:COMで放
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映されました、越谷ジュニア甲子園野球大会最終日

の模様を皆様にご覧いただきます。 

それでは、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) 

・10/11に浪江 RC例会に訪問します。例会は、同日

12:30より（株）如水にて開催され、宮﨑副会長、小宮

山エレクト、浪江 RC友好委員会長谷川委員長、大

島副委員長、クラブ活性化委員会松井委員長、幹事

中澤の 6名で参加予定しておりますが、参加ご希望

の方、またはお志を出されたい方は、幹事中澤まで

ご連絡をお願いします。 

 

(地区より) 

・財団グローバル補助金セミナーのご案内が届いて

おります。10/26（金）18:00より浦和コミュニティセンタ

ー（パルコ 9階）で開催されます。参加希望者は幹事

中澤までお願いします。 

 

結婚・誕生日祝い 

 
小林 政一 会員 ・ 木村 二夫 会員 

小林 操 会員 ・ 吉田 実 会員 

深野 秀樹 会員 ・ 伊藤 純 会員 

須賀 篤史 会員 ・ 近藤 慎悟 会員 

おめでとうございます！ 

 

 

≪結婚報告≫ 

 

平成 30年 10月 2日「永遠に」入籍 

須賀会員おめでとうございます 

 

3分間会員スピーチ 

伊藤 純 会員 

 皆さんこんにちは。本日は、貴重な 3分間を頂戴し

まして恐縮しております。私のお話しとしましては、私

共の会社で現在一般事務の求人募集を出しておりそ

ちらのお話しをさせていただきます。 

すでに募集をされた事がある会員の方もいらっしゃ

るかと思いますが、求人のネット媒体を使い中途・転

職を考えて閲覧される方をターゲットとして 8月 30日

から丁度本日 10月 3日まで約 1 ヶ月求人をネットに

掲載しております。最終日の今現在、弊社の募集内

容を見た方が軽い気持ちだとは思いますが、気にな

る、いいね、など返信いただいた人数が 54人。その

方以外で実際に面接希望の申し込みがあったのが

24人うち男性 9人女性 15人。年齢が 20歳～56歳

までおられ、大半は 30~40歳後半位の方が応募され

て来ました。その中からネット上の履歴書をもとに選り

すぐりまして、4人の方を面接し、1番良いと感じる方

お一人へ内定の通知を送りました。ですが、その方か

らのお返事が「10月 5日まで返事を待って欲しい、

別の会社さんの結果を待ってからお返事可能です

か？」と来ました。私どもの募集掲載が 3日までなの

で、他の方への対応ができないと思いご丁重に内定

取り消しの連絡を入れ、2番目に良さげな方へ内定

の連絡をいれました。そうしました所、その方も他の会
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社さんの面接結果が 10月 8日に出るのでその結果

を待っていただけないかとのお返事をいただきました。  

結局、転職・中途といえ、何社も面接に行き天秤にか

けられ、弊社はその 3番目、4番目あるいはもっと下

なのかなと思い、自社の待遇や魅力など、まだまだ至

らない点が多々あるなと感じた次第とともに、今社会

問題化している人材不足・働き手不足がより身近に

感じられ、かなりの高待遇でないと選んでも、選ばれ

ないと痛感いたしました。 

結果、今現在結局どなたも採用出来ていないとい

う状況となっております。大変情けない話で恐縮です

が、実情をお話しさせていただきました。北クラブの

皆様により一層ご指導、ご教授をいただき魅力ある選

ばれる会社に成りたいと切に思っておりますので、今

後ともよろしくお願いいたします。ご清聴ありがとうご

ざいました。 

委員会報告 

ロータリー財団委員会  

11月はロータリー財団月刊です。今月も寄付金を 

集めておりますので、皆様のご協力お願いします。 

出席・会場運営委員会 

11月 7日第 2770地区ガバナー公式訪問および 

11月 11日第 2770地区 地区大会の 100％の出席

をお願いします。後日ファックスにてご案内致します。 

 

外部卓話 

 

国際ロータリー第 2770地区米山記念奨学委員会 

部門長 吉田 耕之様 

皆様こんにちは。本年度米山記念奨学委員の委

員長を務めます吉田です。大宮シティRCから出向し

ております。日頃、邵丹陽さんが越谷北RCでお世話

になり有難うございます。昨年は財団設立 50年を迎

えました。ロータリー米山記念奨学は米山梅吉氏が

亡くなった後に設立されております。米山記念事業は

東京 RCが米山梅吉氏の偉業を称え 1952年 11月

に設立しました。米山基金という名称から始まりまして、

アジアの優秀な学生を招いて学費を援助し、二度と

戦争の悲劇を繰り返さないために「平和日本」を肌で

感じてもらいたいということで海外からの留学生を支

援していたところから米山という名前を付けさせてい

ただいたとの事です。 

 

財団法人となった当時は年間全国でも 59名しか

受け入れが出来なかったのですが、50年経った今で

は 852名を採用しております。 

 

奨学生の数は寄付金の大きさに連動しております。

累計20,396名。国別では中国、韓国、台湾が多かっ

たのですが、最近はベトナムが増えていまして、中国

に次いで二番目に多い国になっております。この事

業の最大の成果は学友です。学友会は巣立った OB

組織でありますが日本では 33個、海外では中国、韓

国、台湾、タイなどに 9つの学友会があります。学友
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会では様々な活動をしております。それではパワーポ

イントを観て頂き、引き続き米山記念奨学へのご支

援・ご協力の程よろしくお願いします。 

 

 

米山記念奨学生 チャン ティ トゥ チャン様 

 

米山記念奨学生としての活動報告を行いました。 

 

部門セミナーの様子です。 

 

活動卓話ありがとうございました。 

 

    
・本日は卓話にお呼び頂きありがとうございます。奨学

生のチャンさんを宜しくお願いします。 

国際ロータリー第 2770地区米山記念奨学委員会 

部門長 吉田 耕之 

・国際ロータリー第 2770地区米山記念奨学部門長吉

田耕之様、米山記念奨学生チャンティトゥチャン様よう

こそ。本日卓話宜しくお願いします。 

吉澤 晴雄 

・吉田様ようこそ。チャンティトゥチャン様本日卓話宜し

くお願いします。 

中澤 伸浩 

・米山記念奨学部門長吉田様、米山奨学生チャンティ

トゥチャン様ようこそ。本日卓話宜しくお願いします。 

小林 操 大熊 正行 宮﨑 敏博 佐藤 要 

関森 初義 市川 洋和 新沼 徹 川島 徹 

・誕生日祝いありがとうございます。 

小林 政一 吉田 実 近藤 慎悟 

・結婚記念祝いありがとうございます。 

深野 秀樹 小林 操 

・はじめての結婚祝い誠にありがとうございました。 

須賀 篤史 

・結婚 52年になりました。良くぞここまで来たもんだ。 

木村 二夫 

・本日宜しくお願いします。 

                  松井 昭夫 髙 瑠美子 

 

 

出席報告 

会員数            49名 

出席免除者         14名 

出席者            34名 

欠席者             8名 

出席率            79.1% 
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