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会長卓話 

 

吉澤 晴雄 会長 

皆様こんにちは。本日はガバナー公式訪問例会と

いう事で、中川ガバナー、大熊ガバナー補佐、飯野

地区幹事をはじめ、たくさんのお客様にお越しいただ

きました。ありがとうございます。どうぞご指導のほど宜

しくお願い致します。 

11月 3日（土）は越谷市制施行 60周年記念式典に

出席してきました。私は個人と、ロータリークラブ会長

として 2 通の招待状を頂いていたのですが、個人は

何で呼ばれたのかな？と思いましたら、教育貢献のと

ころに名前がありました。小学校の PTA 活動はすで

に終わっているのですが、過去さかのぼってお呼ば

れしたみたいです。皆様の中にも多くの方が、表彰を

受けたと思います。誠におめでとうございました。 

また、11 月 4 日（日）は、私が所属しております、南

越谷商店会「勢連」が徳島で開催されました全国阿

波おどりコンテストで 2 年連続優勝をおさめました。こ

のコンテストは徳島の連以外で行わるコンテストです。

第 2074回 例会記録          No．16 

平成 30 年 11月 7日 

司会 ： 渡辺 裕介    編集 ： 黒田 幸英 

会 次 第 

1．点鐘 

2．ロータリーソング  「君が代」 「我らの生業」  

3．お客様紹介 

RI第 2770地区ガバナー  中川高志 様 

同地区  幹事   飯野耕司 様 
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ガバナー補佐    大熊 進 様 
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4．会長卓話 

5．幹事報告 
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9．出席報告 
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南越谷阿波踊り振興会からは、8 月に開催された南

越谷阿波踊りでのコンテストで、徳島市長賞と越谷市

長賞の 2連に参加資格が与えられます。勢連は越谷

市長賞という事で、全国阿波おどりコンテストに参加

致しました。昨年は私も出場し、現地で優勝の感動を

味わったのですが、今年はこのような体調の為参加

できなかったのが残念です。来年は越谷での地区大

会となりますので、是非全国コンテストで 2 連覇した

南越谷商店会「勢連」をお呼びして、2770 地区の皆

様に見て頂ければと思います。それでは本日のガバ

ナー公式訪問例会、宜しくお願い致します。 

 

幹事報告 

中澤 伸浩 幹事 

(地区より) 

・地区大会「八神純子氏 記念講演＆公演」へのお

誘いのご案内が届いております。クラブ宛に 50 枚の

招待券が届いておりますので、皆様へ配布させて頂

きます。友人知人の方をお誘い下さい。 

・地区より、新入会員紹介者である小林操会員に表

彰状が届いております。おめでとうございます。 

(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。 

大会 1日目の第 1本会議は、大宮ソニックシティ小

ホールにて、会長幹事、次年度会長幹事、5 大奉仕

委員長、地区役員が義務出席となります。そして、

11/11(日)の大会第 2日第 2本会議は大宮ソニックシ

ティ大ホールです。集合は、現地にて、午前 11時 30

分集合とさせて頂きます。幹事が、第 8グループの受

付場所から見えるところにおりますので、時間厳守で

お願いします。遅れる方は、第 8 グループの着座場

所で会員を探して頂くか、幹事中澤に電話するなどし

て、可能な限りまとまってお座り下さい。 

14：20 頃から、「クラブ紹介」にて、クラブ会員とともに、

米山記念奨学生ショウちゃん、そして、獨協インター

アクトクラブ生も一緒に、ステージに登壇することにな

っています。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あり、当クラブ会員がス

テージに登壇し、次年度へ向けてのアピールをする

ことになっています。 

皆様全員のご出席・登壇をお願いします。なお、大

会両日とも、大会にて昼食の準備はありませんので、

各自昼食を済ませご参加下さい。また、大会第 2 日

目には、第 2 本会議に先立ち、午前 9 時より、ソニッ

クシティ小ホールにて、2017-18 年度青少年交換派

遣学生報告会が開催されますので、奮ってご参加下

さい。 

・本日は、中川ガバナーをお迎えしての第 4 回クラブ

協議会どうぞよろしくお願いいたします。 

・本日、ショウちゃんからのお土産を頂きましたので、

各テーブルに置かせて頂きました。ショウちゃん、あり

がとうございます。 

･本日、ショウちゃんに 11月分の奨学金を支給させて

頂きます。 

・先日の秋の褒章にて、堀野会員が黄綬褒章を受章

されました。おめでとうございます！追って、慶弔規

定に則り、クラブからも御祝金を授与させて頂きます。

次回例会以降、改めて堀野会員からご報告頂けます

と幸いです。 

お客様挨拶 

『中川高志ガバナーご挨拶』 

 

RI第 2770地区ガバナー 中川 高志 様 

 BE THE INSPIRATIONN 皆様こんにちは。貴
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クラブが 73 クラブ目の公式訪問に成ります。地区に

は現在 74 クラブ有り、この後ホームクラブの大宮クラ

ブに帰り 74 クラブ全ての訪問を終了します。 

ガバナーの責務の中に、地区大会までに全クラブ

をまわれと成っています。日程は順調に作れましたが、

実際に訪問をしますと大変きつい計画でした。何はと

もあれここまで来られたのは皆様のご協力が有っての

事と思います。 

もう一点、2020 年に東京ロー

タリークラブが 100周年を迎えま

す。と言う事は、日本にロータリ

ークラブが出来て100周年と言う

事です。そこで 100 周年記念委

員会が出来まして、委員会から

34の地区全部にこの鍾が寄贈さ

れました。この鐘を全てのクラブ

で点鐘しなさい、そしてその鐘を

2020 年の記念式典に一同に持ち寄り同時に点鐘し

て 100 周年を祝う様です。また、次年度ガバナーを

出すクラブと言事に敬意をはらい訪問を最後にさせ

て頂きました。挨拶は此処までに後は卓話で、有難う

ございました。 

 

『大熊 進ガバナー補佐ご挨拶』 

 

第 8グループガバナー補佐 大熊 進 様 

本日は第 8グループ最後のガバナー公式訪問に

伺いました。少しホッとしています。これから公式訪問

が終われば 1月に開かれる IMに向けての準備を本

格的に進めて参ります。IMのテーマも有りますし、新

年のお祝いも有りますから皆様と半日楽しい時間を

過ごしたいと思います。12月中にチラシを持参した

折に再度皆様にお会いしたいと思います。簡単では

ございますが、ガバナー補佐挨拶とさせて頂きます。 

 

感謝状授与 

『小林 操会員に地区より感謝状』 

地区から会員紹介の感謝状が小林 操会員に会

長から手渡されました。 

 

吉澤会長  小林操会員  中川ガバナー 

 

奨学金授与 

 

邵 丹陽さんに奨学金 

 

委員会報告 

出席・会場運営委員会 ＆ ロータリー財団委員会 

大島 直幸 委員長 

11/14 の水曜日は 11/11 の地区大会に振り替えて

いますので有りません。併せてロータリー財団委員会

からのお願いです。来月は財団月間です。すでに 30

名からご寄付頂いておりますが、まだの会員の方のご

協力も重ねてお願い致します。 
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国際奉仕委員会 須賀 篤史 委員長 

来年 6 月に予定のハンブルグ国際大会の件で、コ

ースとホテルについて各 2つのプランを作りました。 

① コースをドイツからイタリアに回るコース又はドイ

ツ内ロマンチック街道やお城を巡るプラン。 

② ホテルを、ガバナーナイトを開催するホテルか

別の市内のホテルにするプラン。 

アンケートを取りたいと思います。皆様の意向をお

聞かせください。 

 

社会奉仕委員会 新沼 徹 委員長 

10/28の市民まつりは皆様のご協力により成功裡

に終了する事が出来ました。決算につきましては今

週中に終える予定です。結果は速やかに開示致しま

す。有難うございました。 

 

木村 二夫 会員からの報告 

当クラブには以前からゴルフの親睦会はございま

すし、去年野球部も発足しました。ここで稲垣会員を

中心にして、最高齢の小林政一会員から一番若い黒

田会員までの年齢が 70歳以上の会員を対象にして

会を発足致しました。まだ名称は決まっていません。

先ず、こう言った会が出来ましたとのご報告で御座い

ます。 

 

ガバナー卓話 

『RIテーマと地区運営』 

 

RI第 2770地区ガバナー 中川 高志 様 

皆さんこんにちは、クラブ訪問にお伺いしましたガ

バナーの中川でございます。公式訪問の主な目的は、

会員の意欲を高め、支援を提供することです。今日

は皆さんと一緒に、入会者にとって魅力があり、現会

員が満足できるような活気あるクラブをつくるために、

どのように柔軟なクラブ運営や新しい試みを取り入れ

ていくのか考えていきましょう。 

 私は 2018年 1月にサンディエゴで国際協議会に

参加してきました。目的は、ガバナーに向けての準備、

ロータリーの優先事項について理解を深める、世界

中のガバナーとネットワークを築く機会をつくることな

どです。世界中から 500人以上のガバナーエレクトと

パートナーがサンディエゴに集まり 6日間にわたって

研修を受けます。9回の本会議と 11回の分科会そし

て会長エレクト主催晩餐会をはじめたくさんの楽しい

交流プログラムが用意されています。本会議は同時

通訳がつきます。分科会は日本の34人の同期エレク

トと 3人の研修リーダーの下 2組に分かれて RLI方

式で討論していきます。パートナーには別のプログラ

ムが用意されています。 

 第1回の本会議でバリー・ラシン会長エレクトのテー

マ発表がありました。 

BE THE INSPIRATIONNについてラシン会長は

まさにインスピレーションになって熱く語ってくれまし

た。新しいビジョン声明、ロータリーの優先事項は別

表をご覧ください。 

「変化を生み出そうという意欲をクラブ会長と地区

内ロータリアンの心に芽生えさせていただきたいので

す。もっと何かをしよう、可能性を最大限に発揮しよう

というやる気を引き出し、それぞれのやり方で前進で

きるよう手助けすることが皆さんの仕事です」というラ

シン会長の熱い支持の下、2018-19年度第 2770地

区の地区活動・運営方針は 

BE THE INSPIRATION 

全てはクラブ活性化のために 

～実りある豊かな奉仕を目指して～ 

としました。 
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ロータリーを理解するために、マイロータリーに全

員登録する、ロータリー賞にチャレンジする、ロータリ

ーデーを開催する。奉仕活動強化のためローターア

クトを倍増する。数値目標は別表のとおりです。 

クラブ各位には、増強、奉仕プロジェクトの推進、

青少年交換留学生の派遣、受け入れ、米山記念奨

学生の受け入れ、インターアクト、ローターアクトの提

唱、友好、姉妹クラブの締結など数多くのプロジェクト

やプログラムを推進いただき大変感謝しています。こ

れらの活動を通してさらにクラブが活性化されることを

願っています。とても楽しくクラブを訪問させていただ

きました。ありがとうございます。 
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・本日はガバナー公式訪問おめでとうございます。終

了までよろしくお願い致します。 

第 8Gガバナー補佐 大熊 進 

・中川ガバナー公式訪問にお邪魔しました。本日は

よろしくお願い致します。 

地区幹事 飯野 耕司 

・本日はお世話になります。 

第 8Gガバナー補佐幹事 水町 俊介 

・中川ガバナー、大熊ガバナー補佐をはじめ多くのお

客様ようこそお越し頂きました。 

吉澤 晴雄 

・中川ガバナー、大熊ガバナー補佐他皆さまようこ

そ！  本日はどうぞ宜しくお願い致します。 

中澤 伸浩 

・公式訪問ありがとうございます。ご指導どうぞ宜しく

お願いします。 

小林 操 

・大熊ガバナー補佐公式訪問宜しくお願いします。 

小林 操 

・中川ガバナー、大熊ガバナー補佐、飯野地区幹事、

水町補佐幹事、戸井田副幹事ようこそ。本日はよ

ろしくお願い致します。 

宮﨑 敏博 

・褒賞を戴く事に成りました。 

堀野 眞孝 

・ガバナー公式訪問ありがとうございます。先日の地

区大会合同会議に出席をさせて頂き、大宮クラブ

の皆様の団結力、とても参考に成りました。 

小宮山 大介 

・堀野さん、黄綬褒章誠におめでとうご座居ます。 

小宮山 大介 

 

 

 

・中川ガバナーようこそ！堀野さん秋の叙勲おめでと

うございます。 

太田 靖彦 黒田 幸英 髙橋 正美 

 

・中川ガバナー、大熊ガバナー補佐、本日はご苦労

様です。 

岡﨑 勲 

・中川ガバナーいらっしゃいませ！ 本日、宜しくお

願い致します。 

会田 謙二 青木 清 浅野目 猛 

稲垣 勝三 大熊 正行 市川 洋和 

 木村 二夫 大島 直幸 大濱 裕広 

小林 光則 須賀 篤史 鈴木 英男 

      関 雄二郎 関森 初義 髙橋 忠克 

松井 昭夫 松崎 義一 渡辺 裕介 

・本日も宜しくお願い致します。 

髙瑠美子 

・本日早退させて頂きます。 

浅野目猛 

 

 

 

出席報告 

会員数            49名 

出席免除者         14名 

出席者            38名 

欠席者            11名 

出席率            80.8% 
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ガバナー公式訪問 

第 5回クラブ協議会 

 

 

BE THE INSPIRATION 

 

 

会長の挨拶で始まります 

 

 

クラブ協議会の風景 

 

 

 

 

 

 

 

クラブ活性化大熊委員長の発表の様子 

 

 

委員長の発表について所見を述べる 

 

 

第 8グループガバナー補佐、所感を述べる 

 

 

小宮山会長エレクト、閉会挨拶 
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週報                                       2018-2019国際ロータリーテーマ 

第 2770地区 第 8グループ                            “インスピレーションになろう” 

            ＲＩ会長 バリー・ラシン 

 

越谷北ロータリークラブ    

「ロータリー活動に全力投球」   2018-2019 吉澤晴雄会長 提言 

ホームページアドレス http://koshigayakitarc.dyndns.org/ 
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地区大会 
大宮ソニックシティに於いて 

 

中川 高志ガバナー 

 

 

第 3750地区ガバナー韓相會 様に 

記念品を贈呈する中川ガバナー 

 

 

幕間に（体操）リラックスタイム 

 

 

 

 

 

 

 

八神純子さん（記念公演） 

 

 

観客席からも歌声が響きます 

 

 

越谷北 RC会員一同で挨拶 

 

 

小林ガバナー年度にご協力 

宜しくお願いします。 

http://koshigayakitarc.dyndns.org/

