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会長卓話 

 
小宮山 大介 会長 

皆様こんにちは、今日は暑い中、納涼例会にお集

まり頂きましてありがとうございます。 

この前にはジュニア甲子園野球大会、閉会式が無事

行われまして伊藤委員長を始め社会奉仕委員会の

皆様一丸となって開催出来ました事を深く感謝申し

上げます。また、ハドウスで納涼例会が開催出来まし

た事も大島委員長を始め親睦委員会の皆様大変あり

がとうございます。以前もハドウスで納涼例会が行わ

れたのは確か長島会長年度、その時の松井親睦委

員長が何度も下見をして開催された事を思い出しま

す。野球大会の話に戻りますが光陽中が優勝しまし

た決勝戦では、とても熱戦となり同点、延長、サドンデ

スで決着となり冠の付いた大会としては、とても素晴ら

しい試合となった事と思います。今日は難しい話は、

さておき皆さんでゆっくり楽しんで頂けましたらと思い

ますので会長挨拶はこれにて終了させて頂きます。
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今日は宜しくお願い致します。 

幹事報告 

 

大濱 裕広 幹事 

改めまして、こんにちは。本日、ジュニア甲子園閉

会式から納涼例会と忙しい中会員の皆様、ご家族の

皆様にお集まりいただきましてありがとうございます。

ジュニア甲子園では社会奉仕伊藤委員長はじめ、委

員も皆さま子供たちにけがもなく無事終了できました

ことを感謝申し上げます。また、本日の納涼例会に早

くから準備で対応していただいてます大島委員長は

じめ親睦委員の皆様にも厚く御礼申し上げます。そ

れでは幹事報告いたします。 

（地区より） 

・フィリピン国際奉仕 PJ視察ツアーのご案内が届い

ています 

（クラブより） 

・越谷市内小学校陸上競技大会における寄贈品に

ついて越谷市小学校連盟よりお願いが届いておりま

す。 

・第 45回越谷市民まつり実行委員会様より第 3回財

政委員会の開催について案内が届いております。8

月 19日（月）午後 6時 30分より中央市民会館です。

関係委員会代表の方のご出席をお願いいたします。 

・越谷南ロータリークラブ様より8月、9月のプログラム

が来ております。例会場に掲示しておきますのでご確

認ください。 

・越谷中ロータリークラブ様より 8、9月の例会場の変

更案内が来ております。 

こちらも例会場に掲示しておりますのでご確認お願い

します。 

・明日、8月 7日は第二回理事役員会となっておりま

す。5時半と、少し早めのスタートになりますが。審議

協議事項がありますのでよろしくお願いいたします。 

・次回の例会は 8月 21日（水）となりますので、お間

違えの無いようにお願いいたします。 

以上幹事報告でした。 

お客様挨拶 

 

米山記念奨学生 アワンドゥ ドリス アウィンノ 様 

皆さんこんにちは、はじめましての方もいらっしゃい

ます。今年 4 月から米山記念奨学生になりまして、み

んなの顔は覚えましたが名前はまだ、覚えてない方も

いらっしゃいます。今年 12 月位までには、名前を覚

えられるよう頑張ります。宜しくお願いします。 

 

委員会報告 

社会奉仕委員会 伊藤委員長 

皆さんこんばんは、社会奉仕委員会からご報告と

御礼のご挨拶申し上げます。 

まずもって本日無事、越谷ジュニア甲子園野球大会

が閉会となりまして皆様に多大なるご協力を頂きまし
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てありがとうございました。深く御礼申し上げます。 

会長からも試合結果のご報告がございましたが、私

からも補足でご報告致します。優勝は光陽中、準優

勝が富士中、そして 3位として栄進中と中央中という

結果となりました。細かくご報告申し上げますと栄進

中におられる深野会員のご子息が、代打で出てヒット

を打つなどかなり大活躍されたことでこれもご報告申

し上げます。また、吉澤会員、本日お見えにはなられ

ておりませんが社会奉仕委員会に非常にご尽力頂き

まして、いらっしゃいませんが大変深く感謝を申し上

げたいと思います。社会奉仕委員会としましての次の

事業が 10月 27日越谷市民まつりを予定しておりま

す。皆様には、またお声掛けしてご協力のお願いを

するかと思いますが、その際は是非、ご協力宜しくお

願い致します。繰り返しとなりますがジュニア甲子園

会野球大会に皆様ご協力頂きましてありがとうござい

ました。 

 

 

 

   
  

 

出席報告 

会員数          47名 

出席免除者        6名 

出席者          29名 

欠席者          12名 

出席率          70.7% 

 

 

 

 

 

 

 

家族同伴納涼例会 

 

司会 川島 徹 委員 

 
乾杯 松﨑 副会長 
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深野 秀樹会員 ご子息挨拶 

 

浅野目 猛会員 熱唱 

 
中締め 奉仕プロジェクト部門 

須賀 篤史会員 
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第 11回越谷ジュニア甲子園野球大会 

決勝戦 
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サドンデスの結果光陽中優勝 

 
閉会式 

 
選手整列 

 
会員整列 

 
司会 新沼 徹 会員 

 
顧問の先生の皆様 整列 

 
閉会の言葉 須賀 篤史委員長 

 
優勝賞状授与 
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優勝旗授与 

 
準優勝 富士中学校 

 
3位 栄進中・中央中 

 
最優秀選手賞 賞状授与 

 
小宮山 大介 会長 挨拶 

 
閉式の言葉 松﨑 義一 副会長 

 
優勝校 光陽中学校 ダイヤモンド一周 
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優勝校 光陽中学校 

 
準優勝 富士中学校 

 
3位 栄進中学校 

 
3位 中央中学校 

 

 

 

 

 


