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1．点鐘
2．ロータリーソング 「奉仕の理想
」 「国家」
3．四つのテスト
4．会長卓話
5．幹事報告
6．入会式

入会者

小宮山大介 会長『初点鐘』の瞬間です

櫻井雅彦 様

皆様こんにちは。第 1 回目の会長挨拶をさせて頂

7．お客様挨拶
杉戸 RC 会長

戸賀崎千夏様

地区青少年交換委員長

鈴木伸雄様

きます。
先ずは地区青少年交換委員会委員長 鈴木伸雄
様、杉戸 RC 会長 戸賀崎千夏様にお越しいただき、

8．委員会報告

越谷北 RC 2019-2020 年度第 1 例会を開催できま

9．ハンブルク国際大会への参加報告
直前国際奉仕委員長

すことを誠に感謝いたします。

須賀篤史 会員

この 7 月より越谷北 RC 第 44 代会長を仰せつかり

10．副会長・部門長所信表明

ます小宮山大介でございます。

11．スマイル報告

いま私は、越谷北 RC44 年の歴史と伝統を背中で

12．出席報告

感じ、身の引き締まる思いでおります。この重責を汚
さぬように、私の持てる全てを出し切ってこの 1 年、会
長職を全うして行きたいと覚悟をしております。引き続

次回例会案内 令和元年 7 月 17 日

き皆様からのロータリーの友情とご協力を賜りながら

3 分間ロータリー情報

進めて参りたいと思います。また、昨日前年度吉澤会

「経営者をお金の苦労から解放するための
二大ポイント」

長、中澤幹事、会計黒田会員と共に、前年度決算を

財務ドクター協会 岸雅則様

越谷北ロータリークラブ
「奉仕で築く我らの絆 手に手を取って 地域へ そして世界へ」 2019-2020 小宮山大介会長提言
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終えたことのご報告と共に、年度計画書の本作成に

これほど具体的に運営方針を設定されたガバナーは

入り、来週例会時には皆様のお手元に届く予定を皆

かつて居なかったかも知れません。あらためて皆様の

様に重ねてご報告申し上げます。それに多大なご尽

ご支援ご協力をお願いお願いいたしまして、初めて

力を頂いた大濱幹事に感謝いたします。

の会長挨拶とさせて頂きます。1 年間どうぞよろしくお

私は 2006 年太田会長年度の今日（本日の櫻井会

願い致します。

員の様に）入会をさせて頂き、在籍は丸 13 年になり

幹事報告

ました。
2014 年松﨑会長年度で幹事を仰せつかり現在に
至ります。今年は我がクラブ初でありますガバナー
小林操会員が 2770 地区代表としてガバナーの重責
を担っている大変重要な年度です。責任と自覚を持
った活動が地区からも、当然要求されてきます。地区
出向者も数多くいらっしゃり、クラブ行事だけでなく地
区行事にもかなりの関与をせねばなりません。私はい
つも、“任されごとは試されごと”と捉え、誠実に遂行
することを心がけています。今年度は数々の任されご

大濱裕広 幹事

とが控えています。ひとつひとつの行事を“さすが越

（地区より）

谷北”と逐一言われるように、事業担当者がリーダー

・ライラの報告書が届いています。事務局に置いて有

シップを発揮し、クラブ一丸となって遂行していきまし

りますのでご確認下さい。

ょう。

・2020‐2021 年度の青少年交換留学生の募集要項

また、7 月 1 日に地区 HP が早速更新されました。

が届いております。関心のある会員は事務局にお

ページを開くとまず、小林ガバナーの写真が飛び出

問い合わせください。
・第 15 回日韓親善会議のご案内が届いてます。参加

てきます！
ご存知のように、地区運営方針は“ポリオ撲滅活動

申込の場合は事務局又は幹事大濱までお申込下

から、クラブ活性化へ”です。これに賭ける想いは地

さい。

区の誰よりも、身近な我々が知っている所です。“世

（クラブより）

界のポリオ根絶が日本にどう関係するのか” “ポリオ

・今年度前期会費納入のご案内を昨日送信させて頂

根絶は本当に可能なのか” “どうして日本がポリオ根

きました。尚今回の会費には交換留学生受入れ費

絶に取り組むのか”この 3 つの疑問を HP では具体的

用として一万円を 4 月の被選理事役員会に於いて

に詳しく解説されています。

承認を頂いた上で加算しております。なにとぞご理

そして今年度国際ロータリー会長 マーク・ダニエ

解の上ご協力をお願い致します。

ル・マローニー氏はテーマを
“Rotary Connects the World”

・先程、井谷さんに半期分のお給料をお支払い致し
“ロータリーは世

ました。
・ガールスカウト埼玉第 11 団より平成 31 年度総会資

界をつなぐ” とされました。このふたつを指針として私
自身は “奉仕で築く我らの絆 手に手を取って 地

料が届いています。

域へ そして世界へ” と提言させていただきました。

・年度計画を来週の例会には毎合うよう準備を進めて
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おります。しばしお待ちください。

趣味
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映画鑑賞・ドライブ

・本日例会終了後第 1 回理事役員会を開催いたしま

四つのテスト

す。
・ロータリーの友、ガバナ―月信、IM の報告書が届

年度初めての四つのテストである為、全委員が前

いて居ります。メールボックスに入れて有りますの

に出て来ての唱和でした。

でお持ち帰りください。
＜幹事の所信表明＞
改めましてこんにちは、今年度幹事を拝命致しまし
た大濱です。どうぞ宜しくお願い致します。
これまで半年間 6 回の被選理事役員会を通しまし
て、幹事の重責を思い知らされて来ました。そして会
員の皆様のご協力が有ってのロータリーであると痛感
しているところです。
小宮山会長の提言 “奉仕で築く我らの絆 手に手
を取って 地域へ そして世界へ” を形にすべく 1 年

お客様挨拶

間精一杯頑張りますので宜しくお願い致します。

入会式
ようこそ櫻井雅彦さん! 新しく私たちの仲間に加わり
ました。

鈴木伸雄様
2019‐2020 年地区青少年交換委員会委員長を務
めます春日部ｲﾌﾞﾆﾝｸ RC 所属の鈴木伸雄と申します。
小宮山会長とは地区青少年交換委員会で大変お世
話に成りました。小林ガバナーを輩出するクラブの会
櫻井さん、おめでとうございます！

長と言う事で重責を担ったクラブの会長なのだろうな

皆さんこんにち。（有）智巧社の櫻井雅彦と申しま

と思っております。1 年間頑張って下さい。

す。入会のご承認を頂き有難うございました。また以

戸賀﨑千夏様

前父が長くお世話に成りました。以前より入会のお誘

杉戸 RC 第 49 代会長を務める戸賀﨑と申します。

いを受けていたのですが、私どもの状況が整わず今

小宮山会長とは、地区委員会の同期で小宮山さんか

に成りました。今後とも宜しくお願い致します。

らは色々と勉強させて頂きました。皆様もお気軽に杉

【櫻井雅彦さんのプロフィール】

戸 RC へお越し下さると有り難いです。本日はおめで

住まい

越谷市在住

とうございます。

有限会社 智巧社 代表取締役
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願い致します。ご支援有難うございました

親睦委員会 ： 大島直幸 委員長
本日午後 6 時より南越谷砂場に於いて、小宮山年

《ハンブルク国際大会参加報告》 ：

度出陣式を開催いたします。Fax でもご連絡しては

須賀篤史直前国際奉仕委員長

おりますが、多くの会員のご参加をお願い致します。

先日のドイツハンブルクでの国際大会に参加して

国際奉仕委員会 ： 新沼 徹 委員長

の報告と言う事で、前年度国際奉仕委員長と言う事
で私が報告させて頂きます。2019 年 6 月 1 日国際大

国際大会参加費の積立を今日からさせて頂きます。
今年度はハワイでの国際大会で多くの方の参加が見

会開会式の前夜ハンブルク市内の港を一望できるホ

込まれています。ホテルや交通機関等早い手配が良

テルで開かれたガバナーナイトに参加しました。当初

い様です。今回は、小林ガバナーなので北クラブか

2770 地区では 200 名で大会に参加を目標にしてい

ら 20 人くらいでの参加を目指しています。後から追

ましたが、目標を大きく上回り 230 名の参加と成りまし

加は難しくなる恐れが有り、取り敢えず予約して、後

た。北クラブとしては、小林ガバナー、宮崎地区幹事

からでもキャンセル出来ますので、迷ってる様なら 12

をはじめ総勢 19 名で参加し、また今回は念願である

月位までならキャンセル料は無いようです。お申込み

ガバナー排出クラブとしてガバナーナイトの準備を進

頂き先ず枠を確保する様お勧め致します。

めて参りました。会はまずハンブルク国際大会推進委

職業奉仕委員会 ： 関森初義 委員長

員長の浅水パストガバナーの挨拶に始まり盛況のう

今年度は毎月第 1 例会に職業奉仕委員会の研修

ち終える事が出来ました。翌日は大会へ出席し、

会を行います。今月の第 1 例会は、色々な行事が有

我々観光をする組と直接帰国する組に分かれ別々に

り第 3 週例会に行います。ロータリーは、「入りて学び

帰国しましたが、どちらの組もとこに無事にふく帰国

出でて奉仕せよ」と言いますが、稲垣委員、太田委員、

致しました。

鈴木委員、青木委員、岡﨑委員と皆さんベテランの

副会長・部門委員長の所信表明

経営者、人生そしてロータリーの経験豊かな方々から、
何か学び取って頂けたらと思っています。

松崎副会長

野球同好会 ： 深野秀樹会員

小宮山年度副会長を仰せつかりました松﨑です。

先の 6/29・6/30 の 2 日間で、第 36 回全国ロータリ

宜しくお願い致します。ガバナー排出クラブと言う事

ー野球大会に参加しました。皆様から多くの志を頂き

で何かと忙しくなると思います。今年度を力いっぱい

有難うございました。6/29（金）夜に前夜祭が行われ、

副会長として頑張りますので宜しくお願い致します。

大熊監督をはじめ 10 名で参加し、大熊監督の饒舌

松井昭夫 公共イメージ部門委員長

でご当地自慢を行いその後、先攻後攻を決めるジャ

ポリオ撲滅を第一の目標に据えて活動し、公共イメ

ンケンで監督が勝って呉れたので先攻を取りました。

ージも向上したいと思います。

翌 6/30（日）越谷は雨の予報だった様ですが、甲子

小林光則 クラブ運営部門委員長

園は曇りのち晴れの絶好の天気の中試合をしました。

クラブ運営部門にはプログラム、親睦、出席・会場

対戦相手は神戸東 RC で第 3 試合目でした。惜しく

運営の 3 つの部門が有ります。

も試合は 10 対 6 で負けましたが、参加選手のほぼ全

例会、クラブ運営の要と考えております。皆様のご協

てピッチに立て、全員けがも無く無事帰って来ました。

力を宜しくお願いします。

我々来年も出場を目指していますので、ご声援をお
越谷北ロータリークラブ
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・昨年 1 年間お世話になりました！

須賀篤史奉仕プロジェクト部門委員長

小宮山さん、大濱さん 1 年間がんばって下さい。

これまでに奉仕部門の幾つかを経験してきました
が、出来る限りの奉仕部門 4 委員会の活動をサポー

中澤伸浩

トして行きたいと思っております。小林ガバナーの方

・吉澤・中澤直前会長幹事、1 年間ご苦労様でした。

針であるポリオ撲滅からクラブ活性化と言うのも有り、

小宮山会長・大濱幹事、これから 1 年間頑張って

自分に何が出来るか考えた時、ちょうどクラブからエ

下さい。

ンドポリオの T シャツがもらえるとの事なので、私の趣

木村二夫 本間睦人 松井昭夫

味のマラソンやトライアスロンに出場の折この T シャツ

・小宮山会長・大濱幹事、小宮山年度のスタートおめ

を着て参加したいと思います。と言っても一人で行っ

でとうございます。1 年間宜しくお願い致します。

ていてもしょうがないので、声を掛けたら、大濱幹事、

青木 清 市川洋和 一柳昌利 稲垣勝三

小林光則会員とお嬢さん、新沼会員、近藤会員、吉

太田靖彦 岡﨑 勲 黒田幸英 髙 瑠美子

田会員、小宮山会長で 10/20 に開催される足立区で

小林光則 須賀篤史 関 雄二郎 関森初義

行われる大会に参加します。

松﨑義一 宮﨑敏博
・吉澤直前会長、幹事の中澤さん、1 年間本当にお
疲れさまでした。

青木 清

・小宮山会長、大濱幹事 1 年間宜しくお願い致します。
甲子園野球大会楽しかったです。今後三振しない
様練習します。

今井英治

・小宮山会長、大濱幹事、会員の皆様 1 年間宜しく
お願い致します。またスマイルもご協力も宜しくお
・鈴木さん、戸賀崎さん今日のご来訪阿知賀等ござ

願い致します。

います。会員の皆様、本年度宜しくお願いします。

・小宮山会長、大濱幹事ご就任おめでとうご座居ます。

小宮山大介

吉澤・中澤、前会長幹事ご苦労様でした。櫻井さま

・本日より小宮山年度、皆様のご協力を宜しくお願い
申し上げます。

伊藤 純

これから宜しくお願い致します。

大濱裕広

会田謙二 鈴木英男

・小宮山会長・大濱幹事新年度お互い、私も頑張りま

・小宮山会長、大濱幹事 1 年間頑張ってください。お
きゃくさまようこそ！

すのでどうぞ宜しくお願い致します。
春日部イブニング RC、地区青少年交換委員会

大熊正行

・お客様ようこそ、櫻井会員ようこそ、皆さま小宮山年

委員長 鈴木伸雄

度、1 年間宜しくお願い致します。

・地区青少年交換委員会同期入会、そして本年度同

渡辺裕介

・桜井さん、入会おめでとうございます。

期会長ですネ。小宮山さんのフォワード力は承知

浅野目 猛

しています。クラブと言うチームでポリオと言う敵を

・妻の葬儀はたくさんの方にお心遣い頂き誠に有難う

やっつけちゃってください。

ございました。また長い間のお休みをいただき申し
杉戸 RC 戸賀﨑千夏

訳ありませんでした。

・小宮山会長・大濱幹事、1 年間がんばって下さい。

・みな様よろしくお願い致します。

佐藤 要
深野秀樹

吉澤晴雄
越谷北ロータリークラブ
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出席報告
会員数

46 名

出席免除者

11 名

出席者

40 名

欠席者

7名

出席率

87 %
一年間ご苦労様でした

小宮山年度最初の例会を前に、小宮山 ・大濱新
任会長幹事と吉澤 ・中澤前会長幹事との間で、会長
幹事の引継ぎ式が行われました。

手が震えて着けられないよ

北クラブ、頼みます。・・・あとはまかせてください !！
吉澤直前会長 ・中澤直前幹事
素晴らしい一年間でした。有難うございました。

チャーンと着けてよ !！

越谷北ロータリークラブ
「奉仕で築く我らの絆 手に手を取って 地域へ そして世界へ」 2019-2020 小宮山大介会長提言
ホームページアドレス http://koshigayakitarc.dyndns.org/
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2019-2020 国際ロータリーテーマ
“ロータリーは世界をつなぐ”

週報
第 2770 地区

第 8 グループ

RI 会長

マーク･ダニエル･マローニー

令和元年 7 月 3 日 南越谷 砂場にて

会長・副会長、二人には頼みますよ

右から宮﨑地区幹事・小林ｶﾞﾊﾞﾅｰ・小宮山会長
大濱幹事・松﨑副会長・須賀会長ｴﾚｸﾄ

鏡抜き 「木槌と杉の木香が良い酒菰樽」

ヨ～ お手を拝借で締め

会報委員会からのお願い
小宮山年度会報委員 12 名は、会員相互の親睦、

会長・幹事のツーショット

情報の共有、正確な例会記録を目標に会報作成に
対し真摯に向き合い活動致します。
作成にあたり皆様から、原稿の提出等のお願いを
致しますが、その節はご協力ください。

越谷北ロータリークラブ
「奉仕で築く我らの絆 手に手を取って 地域へ そして世界へ」 2019-2020 小宮山大介会長提言
ホームページアドレス http://koshigayakitarc.dyndns.org/
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