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会長卓話 

 

吉澤 晴雄 会長 

皆様こんにちは。本日は年次総会です。クラブ細

則 第 5条 第 1節に、年次総会 本クラブの年次総

会は毎年 12月第 2例会日に開催するものとする。そ

して、この年次総会において次年度の役員および理

事の選挙を行わなくてはならない。となっています。

先週の理事会にて会長のノミニーを含め次年度の理

事の名前が公表されました。本日の選挙では次年度

ガバナー輩出と言う重要な一年間を、越谷北ロータリ

ークラブのリーダーとして活動していただく理事を決

めるわけですので、宜しくお願い致します。また、長

谷川直前会長より、指名委員会の経緯と経過につき

ましても、ご報告をお願いしたいと思います。 

 もう一つご報告といたしまして、小林操ガバナーエ

レクトより、当クラブに活動支援金という事で、50 万円

の支援金を頂きました。このお金は、今後の活動資

金として、ありがたく使わせていただきたいとおもいま

す。小林操ガバナーエレクトありがとうございました。 
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 さて、12月 10日に、国家公務員に冬のボーナスが

支給されたそうです。我々経営者はボーナスと聞くと、

棒に茄子とごまかしてしまいそうですが、10 日に支給

された国家公務員の冬のボーナスの額は、管理職を

除く行政職員で平均 71万円だそうです。昨年と比べ

ると、4,400万円下がり6年ぶりの減少だそうです。特

別職では、最高裁長官の 603万円が最高額だそうで

す。ちなみに、安部総理が行政改革を推進する立場

から、30％自主返納で 422 万円、閣僚が 20％の自

主返納で 352 万円だそうです。これから皆様も社員

に支給の予定があると思いますので、参考までにご

案内させて戴いました。 

それでは、本日の例会および年次総会を宜しくお

願い致します。 

 

幹事報告 

 

中澤 伸浩 幹事 

（第 8グループより） 

・1/26（土）ベルヴィギャザホールにて開催される IM

のご案内が届いております。全員登録となっておりま

すので、皆様のご出席をお願いします。 

・越谷南 RC・越谷東 RC より、12 月-1 月度プログラ

ム表が届いております。 

米山記念奨学会より 

・当クラブ宛に「米山功労クラブ」感謝状が贈られまし

た。「米山功労クラブ」とは、特別寄附金の累計額が

100 万円を超えるごとに表彰されるものとのことです。

例会場に掲示させて頂きます。 

・小林操会員、鈴木英男会員、江口会員、市川会員、

髙会員に米山功労者の表彰状が届いておりますの

で、贈呈させて頂きます。 

・越谷平成ライオンズクラブより 

平成 31年 1月 24日に開催される越谷 3クラブ合同

新年例会開催のご案内が届いております。 

 

（クラブより） 

・越谷南 RC 小池さんより、いかせんべいのお土産を

頂きました。ありがとうございます。 

・本日、事務局の皆様へ給与及び賞与を支給させて

頂きます。 

・また、ショウちゃんへ 12月分奨学金を支給させて頂

きます。 

・暴力排除推進協議会よりカレンダーが届いておりま

すので、皆様１部お持ち帰り下さい。 

 

米山功労者表彰 

 

小林 操会員 

おめでとうございます！ 

 

鈴木 英男会員 ・ 髙 瑠美子会員 

江口 公晴会員 ・ 市川 洋和会員 

おめでとうございます！ 
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お客様挨拶 

 

国際ロータリー第 2770地区第 8グループ 

ガバナー補佐 大熊 進 様 

皆さんこんにちは。地区大会にご出席して頂きまし

て誠にありがとうございました。今日は IMのキャンペ

ーンに来ました。 

当日は多くの会員の皆様の参加をお願いします。 

 

国際ロータリー第 2770地区第 8グループ 

ＩＭ実行委員長 池田 玄一 様 

皆さんこんにちは。来る 2019年 1月 26日（土）点

鐘 14時ベルヴィギャザホール 2階「ル・エクラ」にてイ

ンターシティミーティングが開催されます。ご参加宜し

くお願いします。 

 

ボーイスカウト越谷第 6団 

団委員長 前川 静夫様 

いつもお世話になっております。今年で 41年目と

なります。現在40名程度で活動をしております。設立

当時から越谷北ロータリークラブ様ご支援頂きありが

とうございます。 

今後ともご支援・ご指導お願いします。 

 

米山記念奨学生 

邵 丹陽（ショウ タンヨウ） 様 

皆さんこんにちは。来年の旧正月は卒論があるの

で中國に帰れません。とても淋しいです。ですが 2月

の中旬から 3月下旬まで中國に帰るので例会に参加

出来なくなりますが今後とも宜しくお願いします。 

 

雑誌記事紹介 

 

近藤 慎悟 会員 

MY Rotary 

「世界を変える行動人」キャンペーンより 

マイロータリーには、公共イメージに役立つ素材が

掲載されている「ブランドリソースセンター」というコン

テンツがあります。その中に、「世界を変える行動人キ

ャンペーン」というのがあります。今回はその中から、

「世界を変える行動人の事例」を紹介したいと思いま

す。バハマのイーストナッソークラブがバハマ島ニュ
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ープロビデンスというところで「マングローブプロジェク

ト」を行った事例です。この地域では、気象変動により、

自然生態系に大きな影響が出ていました。暴風雨の

影響による被害や海岸線の侵食はこの島の沿岸を危

機的状況にさらしているようです。このような中で、ク

ラブは地元の Bahamas National Trust という団体

と協力し、ニュープロビデンスのボーンフィッシュポン

ド国立公園におけるマングローブの森を強化・保存

するために、マングローブの苗を植える活動を実施し

ました。マングローブは自然災害や海岸線の損失か

ら島を守ります。このクラブは、国立公園でのボランテ

ィア活動時に撮った写真を使い、印刷用とソーシャル

メディア用の広告を作りました。これをクラブのソーシ

ャルメディアページだけでなく、会員個人のソーシャ

ルメディアにも掲載し、このプロジェクトやニュープロ

ビデンスでのロータリーの存在をアピールすることに

成功しています。皆さんも観たことがあるかもしれませ

ん。 

『ロータリー会員を狙った「なりすまし」メールと

SNSにご注意を』 

マイロータリーに注意勧告が載っていましたので、

もう 1点だけ紹介します。最近、E メールとソーシャル

メディアにおいてバリー・ラシン RI 会長、マーク・マロ

ーニーRI 会長エレクト、ジョン・ヒューコ事務総長の

「なりすましアカウント」が複数報告されています。これ

らのソーシャルメディアアカウントはリンクトイン、ツイッ

ター、フェイスブックなどですが、そのほかのメッセー

ジングアプリに言及したメッセージも送られています。 

これらはロータリーのアカウントから発信されたもの

ではなく、金銭や個人情報を得ることを目的とするフ

ィッシング詐欺やスプーフィング詐欺です。被害を避

けるには、 

・金銭提供を持ちかけたり、金銭を求めたり、個人情

報を求めたりする疑わしいメッセージは無視する 

・疑わしいメッセージについている添付文書を開いた

り、リンクをクリックしたりしない 

・差出人が本当に本人かどうかを確認するため、E メ

ールアドレスや署名部分によく注意する 

これは 10月 17日に掲載されました。ロータリー会

員の情報が流出している可能性もありますので、皆様

も不審なメール等にはお気をつけください 

 

事業所紹介 

 

伊藤 純 会員 

皆さんこんにちは、事業所紹介をさせていただきま

す。 

（株）トハンの伊藤と申します。建築塗料、防水材、

関連資材の販売、そして塗装防水の工事も行ってお

ります。今現在、役員、社員合わせ総勢 50 名、越谷

本店、八潮市、足立区、さいたま市北区の 4 拠点で

それぞれの地域に密着しながら営業しております。塗

料の中でも現在主流となっていますのが外壁の塗装

であれば、雨で汚れが自然に落ちる低汚染型の塗料

や、遮熱、断熱機能を持った塗料。溶剤、シンナーを

含む塗料も毒性の低い溶剤が使われてきており環境

に配慮したタイプが各メーカーから開発されて来てお

ります。そして弊社では、最近特に力をいれているの

が外壁、屋根塗装を検討されている段階で事前の建

物の調査診断をドローンで撮影して行う形を進めて

おります。弊社では、民間の資格ですが有資格のドロ

ーンパイロットを 2 名置いており、また住宅密集地で

のドローンの飛行申請を行い国交省から正式に許可

をいただいております。ご予算を検討している段階で、

足場を組んだり、ゴンドラや高所作業車を使って高い

費用をかけて建物調査診断をする従来の方法では

http://koshigayakitarc.dyndns.org/
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なくドローンのカメラと赤外線カメラを併用して高い所

を間近に撮影し、改修仕様、予算組をしてご提案す

る方法です。外壁、屋根等のご心配などございました

らご用命お待ちしております。最後に、おもちゃグレ

ードとはなりますが、弊社では、トイドローンも販売し

ており、本日は、皆様の机にあつかましくもカタログを

配布させていただきました。1 台￥21,000 円となって

おります。こちらは、飛行申請許可不要のおもちゃ品

とは、なりますがご興味ございましたらお声掛けお待

ちしております。以上となります。ご清聴ありがとうござ

いました。 

委員会報告 

会員増強委員会 

深野 秀樹 委員長 

堀野会員からご紹介頂いた梶木様、大熊会員・関

会員からご紹介頂いた中島様、吉澤会長からご紹介

頂いた櫻井様引き続きお声掛けをしていきますので

皆様のご協力お願いします。 

 

親睦活動委員会 

本間 睦人 委員長 

来る 12月 21日（金）東武ホテルレバントン東京に

てクリスマス例会が開催されます。当日は宜しくお願

いします。 

 

 

年次総会 

 

年次総会 吉澤会長挨拶 

 

長谷川直前会長 挨拶 

 

 

小宮山会長エレクト 挨拶 

 

 

須賀会長ノミニー 挨拶 

 

 

年次総会風景 ① 
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年次総会風景 ② 

2019-2020年度 理事・役員 

平成 30 年 12 月 12 日の年次総会において、

2019-2020 年度の理事・役員が以下のとおり承認さ

れました。 

 役 職 氏 名 

役員 会 長 小宮山 大介 

役員 副 会 長 松﨑  義一 

役員 会 長 エ レ ク ト 須賀  篤史 

役員 幹 事 大濱  裕広 

役員 会 計 髙  留美子 

役員 会場監督（SAA） 大熊  正行 

役員 直 前 会 長 吉澤  晴雄 

理事  橋本  哲寿 

理事  堀野  眞孝 

理事  伊藤    純 

理事  川島    徹 

理事  小林   光則 

理事  松井  昭夫 

理事  新沼    徹 

理事  大島  直幸 

理事  関森  初義 

理事  吉田    実 

理事  渡辺  祐介 

 

    
・本日は IMのキャンペーンに来ました。 

 当日は多くの会員の皆様の参加をお願いします。 

第 8グループガバナー補佐 大熊 進 様 

・IMご協力宜しくお願いします。 

 IM実行委員長 池田 玄一 様 

・いつも通信でお世話になっております。東北復興支

援で海産物を販売しております。今日は皆様にい

かせんべいをプレゼントさせて頂きます。 

越谷南ロータリークラブ 小池 夏代 様 

・国際ロータリー第 2770地区第 8グループガバナー

補佐大熊進様、同 IM実行委員長池田玄一様、ボ

ーイスカウト越谷第 6団団委員長前川静男様、よう

こそ！本日は年次総会です。宜しくお願いします。 

吉澤 晴雄 

・お客様ようこそ！先週結婚祝いでした。 

中澤 伸浩 

・前回欠席。 

太田 靖彦 

・年次総会宜しくお願いします。 

小宮山 大介 

・8グループガバナー補佐大熊進様、同 IM実行委

員長池田玄一様ようこそ。宜しくお願いします。 

宮﨑 敏博・松井 昭夫・小林 操・関森 初義 

青木 清・堀野 眞孝・大熊 正行・松﨑 義一 

・世界平和の為に。 

大濱裕広 

・お客様ようこそ！本日も宜しくお願いします。 

市川 洋和・新沼 徹・佐藤 要・岡崎 勲 

・本日も宜しくお願い致します。 

髙瑠美子 

 

出席報告 

会員数            49名 

出席免除者         14名 

出席者            36名 

欠席者            13名 

出席率            83.2% 
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国際ロータリー第 2770地区 2019～2020年度 

第 2080回例会 

於：ベルヴィギャザホール 

司会：次年度地区幹事 

宮﨑 敏博 

 

開会のおことば 越谷北 RC会長エレクト 

小宮山 大介 

 

 

御出席者紹介・御挨拶 越谷北 RC会長 

吉澤 晴雄 

 

 

御挨拶 ガバナー 中川 高志 様 

 

御挨拶 次年度地区研修リーダー 渡邊 和良 様 

 

 

激励のお言葉 パストガバナー 井橋 吉一 様 

 

 

激励のお言葉 次年度第 8グループガバナー補佐 

新井 進 様 

 

激励のお言葉 次年度ロータリー財団部門委員長 

三枝 和男 様 
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お礼の御挨拶 ガバナーエレクト 

小林 操 

  

～ 懇親会 ～ 

司会：次年度地区幹事 

宮﨑 敏博 

 

御挨拶 パストガバナー  

井原 寛 様 

 

 

乾杯 

次年度ロータリーの友地区代表委員 

中里 静博 様 

 

 

 

中締め ガバナーノミニー 

中里 公造 様 

 

 

閉会のお言葉  

越谷北 RCパスト会長 大熊 正行 

 

 

 

ご参加されました皆様本日は大変ありがとうございま

した。今後とも宜しくお願いします。 
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国際ロータリー第 2770地区第 8グループ 

2018～2019年度 吉澤年度 

第 2081回例会 

於：東武ホテルレバントン東京 

 

会長卓話 

 

吉澤 晴雄 会長 

メリークリスマス！先ずは、親睦委員会をはじめ、ク

リスマス例会の設営に携わっていただきましたメンバ

ーの皆様、誠にありがとうございました。例年のクリス

マス例会は、地元ギャザホールにて、子どもたちをた

くさんお呼びして、盛大に開催をしていましたが、今

年は久ぶりに、子どものいない、大人だけのクリスマス

例会を開催することとなりました。アトラクションといた

しましては、松﨑さんのお友達の篠田様にお願い致

しまして、演奏をしていただくこととなっています。また、

最後には大抽選会も予定しているという事ですので、

最後までお楽しみいただきたいと思います。 

また、17 日（月）に開催されました、小林操ガバナ

ーエレクト壮行会では、大勢のメンバーの皆様に出

席、お手伝いを頂きまして、誠にありがとうございまし

た。いよいよ次年度に向かって地区も動き出します。

我々も地区に越谷北ロータリークラブとしての存在感

を示すとともに、小林年度を一生懸命サポートしてい

かなくてはいけないと思いますので、皆様のご協力を

宜しくお願いします。 

それでは、本日のクリスマス例会を盛大に開催した

いと思いますので、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） 

・会員皆様のご協力により、吉澤年度も無事に半年を

過ぎようとしています。後半戦も気を引き締めてしっか

りと務めて参りますが、本日ばかりは、少し気持ちを

緩めて、皆様とクリスマスを楽しみたいと思います。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

 

・年明け第 1回の例会日である 1/9(水)の午後 6時か

ら、稲荷家にて第 7 回理事役員会を開催します。理

事役員の皆様には別途 FAX にてご案内を差し上げ

ておりますので、皆様ご出席のほど、どうぞよろしくお

願いいたします。 

 

 

 

乾杯 

長谷川 真也 直前会長 
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NEW ソングリーダー 

吉田 実 会員 

 

閉会の言葉 

小宮山 大介 会長エレクト 

 

会場の様子 

 

 

Merry Xmas & happy new year!! 

 

須賀会員夫人の紹介も行われました 

 

 

ロータリーソング 手に手つないで 

 

 

楽しい時間を共有し親睦が深まります 

 

 

楽しい時間ありがとう！皆様お疲れ様でした！ 
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