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直前会長卓話 

 

長谷川 真也 直前会長 

 本日は、吉澤会長が検査入院で欠席し宮崎副会長

も地区の行事で欠席ですので、直前会長の私が会

長代行を行います。まずは、ショウちゃんが本日の例

会が最後になります。去年の 4 月後半に当クラブに

来て早いものでもう 1年経ちました。ショウちゃんに前

に聞いたら最初は、怖い印象だったと言われました。

その当時、例会場の引っ越しなど色々あって愛想が

なかったみたいです。その後、例会場の引っ越しの

際に朝から手伝っていただき、それからよく会話する

ようになりました。カウンセラーの木村会員から時間が

ある時は、例会に出席をしなさいと言われたみたいで

す。その言葉通りにショウちゃんは、クラブ行事など参

加も積極的でした。何より毎週例会の出席は、会員

以上でした。1番の印象は、例会場で手作り餃子を会

員のみんなにごちそうしてくれました。今日で当クラブ

との米山奨学生の繋がりは、終わりますが例会場に
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いつでも遊びに来ていただきたいです。 

次に浪江RC との話をします。今年の 11月に浪江

RCの 50周年です。当地区の地区大会と同じ日でし

たので 1 週間ずらしていただきました。後 8 月に RI

会長が福島に来るそうです。その際、浪江 RC に訪

問する予定みたいです。当クラブも参加出来ればし

たいと思っています。今後浪江RCの方と打ち合わせ

などしていきたいと思います。 

次に前年度、安養冠岳 RC と締結し、今現在浪江

RC としかない状態です。そこで先月会員の皆様にし

た友好委員会でのアンケートの結果をお話します。

姉妹クラブ友好クラブをしたい場所の 1番多かったの

は、バリ タマレ RC と台湾の RCでした。今後アンケ

ートを参考に姉妹・友好クラブが出来るように頑張りま

す。以上で本日の会長代行の卓話を終わります。 

幹事報告 

 

中澤 伸浩 幹事 

(クラブより) 

・ショウちゃんから、お土産のお菓子を頂戴しました。

ありがとうございます。 

・先日ご案内のとおり、越谷南 RC45周年式典が、

5/25ベルヴィギャザホールにて開催されます。親クラ

ブの周年事業であり、また次年度ガバナーを輩出す

ることもありますので、多数の会員のご出席をお願い

します。出欠回答未了の方は、すみやかにご回答下

さい。理事役員の皆様は、全員ご出席をお願いしま

す。 

・米山梅吉記念館より、春季例祭及び賛助会員募集

のご案内が届いております。 

・関森会員より、京都親睦旅行に際し、お志を頂戴し

ました。ありがとうございます。有意義に活用させて頂

きます。 

・本日例会終了後、杉山さん、伊丹さんへ 3月分給

与を支給させて頂きます。 

・次週 4/3例会終了後、第10回理事役員会を開催し

ますので、理事役員の方は日程のご確認をお願いし

ます。 

・渡辺会員がご結婚されました。おめでとうございま

す！クラブより御祝い金を支給させて頂きます。 

結婚御祝い 

 

 渡辺 裕介 会員 

 この度3月22日に入籍を致しました。お祝い頂きま

して、皆様ありがとうございました。結婚は 2回目にな

りますが、一緒になってくれる人を幸せにしようと思い

ます。 

 

 

御結婚おめでとうございます！ 

末永くお幸せに！！ 
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会員報告 

 

堀野 眞孝 会員 

 先日の御礼でございます。3月 23日私の褒章の祝

賀会という事で、理事役員の皆様、現職のパスト会長

の皆様にご出席いただきありがとうございました。やっ

と終わってほっとしたという心境ですが、帰ってきて女

房と話して「皆、良い祝賀会とほめてくれたよ」と言っ

たら「けなす人はいないでしょ」と言われました。言わ

れてみればその通りです。皆様ありがとうございまし

た。 

外部卓話 

 

米山奨学生 邵 丹陽(ショウタンヨウ) 様 

「越谷北ロータリークラブとのつながり」 
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あっという間に、米山奨学生としての一年間が過ぎ

ました。 この一年間の中で、カウンセラーの木村さん

だけではなく、世話クラブのほかの会員の方々もいつ

も家族のように私の悩みを聞いてくださり、わからない

ことを教えていただき、そしていろいろなご意見やアド

バイスをくださいまして、本当にありがとうございまし

た。 

 

毎週の例会の時、皆様と楽しくコミュニケーションを

とることができるだけではなく、外部卓話を通して、普

段あまり知る機会がないこともいろいろ勉強することが

できました。そのため、私はなるべく毎週例会に参加

することができるように頑張ってまいりました。 
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皆さまのおかげさまで、クラブで楽しくて充実した

一年間を過ごすことができました。 

 

この一年間は本当に何度も米山奨学生になってよ

かったな、越谷北ロータリークラブでお世話になること

ができて幸せだなと思います。卒業しても、皆さまとの

繋がりを続けていきたいと思います。一年間大変お

世話になりました。本当にありがとうございました。こ

れからもよろしくお願い申し上げます 

 

    
・本日は会長代行です。ショウちゃん 1年間ご苦労様

でした。また、遊びに来てください。 

長谷川 真也 

・ショウちゃん 1年間ありがとう！これからの活躍を期

待しています。 

中澤 伸浩 

・ショウタンヨウさん、文教大学大学院の卒業おめでと

うございます。本日の卓話よろしくお願い致します。 

鈴木 英男 須賀 篤史 川島 徹 

市川 洋和 新沼 徹 

・先日の私の祝賀会ご出席ありがとうございました。心

から御礼申し上げます。 

堀野 眞孝 

・堀野さん、先月は大変盛大な祝賀会にお招き頂き誠

にありがとうございました。大変御立派でした。ショウち

ゃん、卓話楽しみにしています。 

大熊 正行 

・この度 3月 22日に入籍しました。より一層、仕事、ロ

ータリーとも励んで行きたいと思います。皆様今後とも

よろしくお願い申し上げます。 

渡辺 裕介 

・越谷北ロータリークラブ語ろう会有志の皆様、先日は

お心遣いを賜り誠にありがとうございました。御礼申し

上げます。 

本間 孝 
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・桜の花も芽吹き、春の気候となってきました。皆さん、

季節の変わり目、身体に注意しましょう。 

関森 初義 

・本日被選理事会役員の皆様、よろしくお願い致しま

す。 

小宮山 大介 

・本日遅参して申し訳ございませんでした。次女の卒

園式に出席し、感動してきました。 

橋本 哲寿 

・本日早退致します。 

松井 昭夫 

 

 

出席報告 

会員数            47名 

出席免除者         12名 

出席者            28名 

欠席者            19名 

出席率            70.0% 

 

 

 

堀野眞孝会員 黄綬褒章受章祝賀会 

開催日：2019年 3月 23日（土） 

場所：ロイヤルパインズホテル浦和 

 

 

会員皆で堀野会員をお祝いしています 

 

 

 

 

「お礼のことば」 

本日は公私ともに大変ご多用の中、私の黄綬褒章

受章祝賀会へのご臨席を賜り誠にありがたく心より御

礼申し上げます。 

この度、平成 30年秋の褒章に際しましては、はか

らずも黄綬褒章の栄誉に浴し身に余る光栄と存じて

おります。 

お陰をもちまして 11月 14日国土交通省にて石井

国土交通大臣より褒章の記ならびに褒章の伝達を受

け、引き続き皇居に参内し豊明殿において天皇陛下

に拝謁の栄誉とともにお言葉を賜り、私たち夫婦にと

りまして生涯忘れることのできない喜びでありました。

これもひとえに、皆様の永年にわたる心温かいご指

導とご支援の賜物と深く感謝申し上げます。 

今後は、この栄誉に恥じることのなきよう一層精励

し、微力ではございますが宅建業界と地域社会の発

展に努めてまいる所存でございますので、何卒これ

からも変わらぬご指導とご鞭撻を賜りますようお願い

申し上げます。 

結びに、本日の祝賀会開催にあたり、多大なるご

配慮を頂きました発起人の皆様、ご協力を頂きました

皆様に、心から感謝申し上げますとともに、ご臨席を

賜りました皆様のご健勝とご多幸を心よりお祈り申し

上げ、御礼のご挨拶とさせていただきます。 

平成 31年 3月 23日 堀野 眞孝 

                   房江 

（祝賀会次第より） 
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