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会長卓話 

 
小宮山大介 会長 

様こんにちは。10 月 24 日世界ポリオデーの活動、

そして10月27日市民まつり、皆様の多大なるご協力

のもと盛大に執り行われたことに感謝いたします。誠

にありがとうございました。さて、今朝のテレビニュース

でも報じていましたが、先日の台風 19 号での情報伝

達での不手際が徐々に明らかになってきています。

特に市区町村のHPが多くのアクセスによりサーバー

がパンクしてしまった事象が多くあったようです。地域

ごとの細かい避難指示、避難所情報はテレビの公共

放送では、まかないきれません。その時、頼りになる

のは地域の HP。しかし大半の役所ではアクセスが集

中する事態を想定していませんでした。それにより、

避難所がわからない。避難したけど避難所が既にい

っぱいで入れない等…が都内ですらあったようです。 

ITの進化により、近年目覚ましく情報伝達手段が発

達していますが、経験しないと改善できない事も多々

あります。防災に強い地域というのも、これからの街の

第 2122回 例会記録   No．14 

令和元年 11月 6日 

司会： 川島 徹         編集：長谷川 真也 

会次第 

1．点鐘 

2. 国家斉唱 ロータリーソング 「奉仕の理想」 

3. 四つのテスト          職業奉仕委員会 

4. お客様紹介 

5. 会長卓話 

6. 幹事報告 

7. 委員会報告 

8. スマイル報告 

9. 第３回クラブ協議会 

10. 本日のお客様 

第 8Gガバナー補佐     新井 進 様 

独協埼玉ラクビー部顧問   小平 茂 様   

青少年交換留学生      サミュエル 君 

11. 出席報告 

 

第 2123回例会   

国際ロータリー第 2770地区 

2019‐2020 年度 地区大会 

令和元年 11月 9日 10日 1日目浦和・2日目越谷 

 

 

             

次回例会案内 

浪江 RC創立 50周年祝典 

 

  

 

 

例会日：毎週水曜日 12：30～13：30                                会      長 ：  小 宮 山 大 介 

例会場：越谷市千間台東インペリアルビル 4階                          副  会  長 ：  松 﨑 義 一 

T E L  048（975）9898                                                    幹     事 ：  大 濱 裕 広 

F A X  048（977）3741                                       会報委員長 ：  黒 田 幸 英 

創  立：1976年 5月 11日 

 

https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjQ0sL5upLjAhWMxbwKHdKkDHIQjRx6BAgBEAU&url=https://my.rotary.org/ja/news-media/office-president/presidential-theme&psig=AOvVaw2_KS4gnXAnmqEz90QhiVCY&ust=15620272068095


週報                                       2019-2020国際ロータリーテーマ 

第 2770 地区 第 8グループ                            “ロータリーは世界をつなぐ” 

            RI会長 マーク・ダニエル・マローニー 

 

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 

ホーページアドレス https://koshigayakita-rc.jp/ 

2 

 

“売り” になるかもしれませんね。一昨日の 4 日祝日

に久慈川の氾濫で水没した地域にボランティア活動

へ行ってきました。私

の胸あたりまで水が

来たそうです。いくつ

か写真に収めてきま

したので、会報にてご

覧いただければ幸甚

です。本日はこの後

の行事が沢山ありま

すので、会長挨拶は

短めで〆させて頂きます。本日も例会のご参加ありが

とうございます。 

 

幹事報告 

 

大濱裕広 幹事 

皆様、こんにちは。お客様ようこそ。本日もよろしく

お願いいたします。それでは幹事報告いたします。 

（地区より） 

・九州北部豪雨災害義援金のお礼とご報告がきてお

ります。第 2770地区より 144万円を第 2700地区

（九州北部）に振り込みました。詳細は事務局にあ

ります。 

・米山カウンセラー研修会のご案内が来ております。

11 月 30 日（土）午後 3 時～市民会館浦和にて開

催予定です。 

・世界ポリオデーイベントのお礼がきております。 

・地区大会ドレスコードについてのお願いが来ており

ます。 

・地区補助金最終報告書の提出のお願いがきており

ます。プロジェクト完了後一か月以内となっており

ます。 

・第 4 回来日学生オリエンテーションのご案内がきて

おります。12月 15日（日）午後 1時よりパイオラン

ドホテルにて開催予定です。 

（クラブより） 

・10 月 24 日ポリオデーに参加いただきました 20 名

の会員の皆様、お忙しい中、ありがとうございました。

第 8グループ 5クラブの募金合計は 124,000円と

なりました。 

・先週の越谷市民まつりの募金活動、ありがとうござ

いました。ポリオ撲滅募金28,884円、台風19号の

被災地への義援金19,715円が集まりましたのでご

報告いたします。 

・本日、ドリスの奨学金、サミュエルのお小遣いをお渡

しいたしました。 

・大宮中央ロータリークラブの堀越様より、派遣学生

月例報告書が届いております。 

・地区大会出席のお願いです。11月 10日（日）AM9

時に会員の皆様には越谷コミュニティーセンター

入り口にお集まりいただきますようよろしくお願いい

たします。ホストクラブとしてお客様をお迎えいたし

ますので、ポリオTシャツを着て、タスキを掛けてお

迎えしたいと思いますのでよろしくお願いいたしま

す。 

・ガバナー公式訪問の予定時間の変更があります。

当初午後 4 時より砂場にて開催予定でしたが、通

常例会終了後の 1時 50分からとなりましたのでお

間違えの無いようにお願いいたします。また、本日、

案内を送りますのでよろしくお願いいたします。 

・本日、クラブ協議会がありますので、皆様のご出席

よろしくお願いいたします。また、クラブ協議会終

了後、第５回理事役員会を開催いたしますのでよ

ろしくお願いいたします。 
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お客様挨拶 

 

第 8Gガバナー補佐     新井 進 様 

第 8Gガバナー補佐幹事  森田 隆 様 

10月 24日のポリオデー及び市民まつりでは、大

変お世話になりました。いよいよ地区大会です。 

第 8G一丸となって協力いたします。ホストクラブであ

る北クラブの皆様も大変でありますが、成功にむけて

頑張りましょう。 

 

独協埼玉ラクビー部顧問  小平 茂 様 

本日は、ラクビーボールを寄贈していただいて、有

難う御座います。現在ワールドカップで空前のラクビ

ーブームですが、実は、4年前にも五郎丸ブームで

盛り上がりその後低迷しました。当東部地区は、現在

15チームで単独チームは、8チームです。今後ラクビ

ー人口が増えるよう頑張

っていきます。その際は、

ご協力お願いいたしま

す。 

 

 

青少年交換留学生      サミュエル 

フィンランドの話を会員に分かりやすく紹介してい

ただきました。

 

 

委員会報告 

 

市川洋和 社会奉仕副委員長 

皆様のご協力で市民まつりが成功に終わりました。

特にエンドポリオの募金と台風 19号の被災義援金等

皆様のおかげで多くの募金が集まりました。有難う御

座いました。 
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深野秀樹 ロータリー財団委員長 

１１月は、財団月間です。現在のレートは、27,000

円です。皆様ご協力おねがいいたします。 

 

大熊正行 地区大会幹事 

既に大濱幹事や川島出席委員長からも 案内や

依頼がいっていると思いますし、地区大会実行委員

会からも再三、再四 ご案内とお願いをさせていただ

いておりますがいよいよ今年度の地区大会が今週末

の 11月 9日（土）、10日（日）の開催となります。会

員の皆様方には、10日（日）朝 9時に 南越谷のコミ

ュニティーセンターに集合していただきたいと思いま

す。その際、このポリオの赤い Tシャツを持参もしくは

着てきていただき、地区役員や第 2770地区内のロ

ータリアンを出迎えていただきまして、最後の大懇親

会の最後までお残りいただき来訪ロータリアンのお帰

りをお見送りまでしていただきたいと思います。当日

は、親クラブの越谷クラブさんを始め コ・ホストクラブ

の第 8 グループ内の同志にも絶大な応援を頂きます。

副幹事の皆さんには、8日（金）から三日間、実行委

員の皆さんには 9日 10日の両日二日間お手伝いを

いただきます。当越谷北ロータリークラブは、小林 操

ガバナー輩出クラブでありホストクラブです。 

今年度の最大イベントでありますので、ホストクラブ

の責任として何としてでも成功裏に終えたいと思いま

す。10日は地元越谷での開催ですので、何卒会員

皆方のご理解・ご協力を節にお願いします。11月 10

日（日）一日何卒宜しくお願い致します。 

 

結婚・誕生祝い 

 

結婚 ： 鈴木英男 会員  黒田幸英 会員 

誕生 ： 小林 操 会員  江口公晴 会員  

市川洋和 会員 

 

鈴木英男 会員 

今年で結婚 54 年になります。もった理由は、奥さ

んが我慢したからと言われました。今後も夫婦仲良く

致します。本日は、有難う御座いました。 
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第 3回クラブ協議会 

 

第 3回クラブ協議会新井ガバナー補佐の挨拶 

 

委員長はじめ会員一同真剣に協議 

 

 

新井ガバナー補佐の講評 

 

須賀エレクト閉会の挨拶 

 

 

 

・ENDPOLIOACTION月間の 10月は、駅前募金・

市民まつりでアクション等大変お世話になりました。

地区大会では、第 8G力を合わせて成功させましょ

う  

新井 進ガバナー補佐 

・本日は、宜しくお願いいたします 

森田 隆補佐幹事 

・新井ガバナー補佐・小平先生今日は、ご来訪有難う

ございます                小宮山 大介 

・お客様ようこそ、本日は、クラブ協議会宜しくお願い 

 いたします                  大濱 裕広 

・市民まつりお疲れさまでした。本日は、クラブ協議会

宜しくお願いします            須賀 篤史 

・ガバナー補佐新井様補佐幹事森田様独協埼玉 

高校小平様ようこそ      大熊 正行 青木 清 

宮崎 敏博 木村 二夫 

松崎 義一 中澤 伸浩  

太田 靖彦 関森 初義 

市川 洋和 浅野目 猛 

佐藤 要 

・誕生祝い有難うございます        江口 公晴 

・結婚記念有難うございます 黒田 幸英 鈴木英男 

 

 

 

 

出席報告 

会員数          46名 

出席免除者        2名 

出席者          35名 

欠席者            名 

出席率         79.5 % 

 

 



週報                                       2019-2020国際ロータリーテーマ 

第 2770 地区 第 8グループ                            “ロータリーは世界をつなぐ” 

            RI会長 マーク・ダニエル・マローニー 

 

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 

ホーページアドレス https://koshigayakita-rc.jp/ 

6 

 

 

国際ロータリー第 2770地区 

2019-2020年度 

地区大会 

〔大会テーマ〕 

ポリオ根絶活動から、クラブ活性化へ 

 

2019年 11月 9日：ロイヤルパインズホテル浦和

 

4F ロイヤルクラウンにて 

 

開会の挨拶 堀野 眞孝大会実行委員長 

 

国際ロータリー2770地区小林操ガバナー  

 

 

 

 

アトラクション「ピアノ演奏」 

財団奨学生候補 宮崎 沙織 

 

 

宮崎地区幹事新井ガバナー補佐お疲れ様です 
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第 2日 

越谷コミュニティーセンター大ホール 

 
 

 

 

 

北クラブ会員でお出迎え 

 

司会 須賀篤史 会員 アシスタン ト石村比呂美 様 

 

開会の挨拶 堀野眞孝大会実行委員長 

 

 

国際ロータリー第 2770地区小林操ガバナー挨拶 

 

 

多くのロータリーの方の参加でした 

 

 

歓迎の挨拶 小宮山大介 ホストクラブ会長 
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米山奨学生紹介 

 

 

第 8G紹介 

 

 

越谷北ロータリークラブ紹介 

 

 

感動のガバナー謝辞でした 

 

閉会の挨拶 パスト会長 松井 昭夫 

 

大懇親会 

 

越谷コミュニティセンターポルティコホール 

 

 

抽選会にて 

 

 

閉会の挨拶 大熊正行 大会幹事 

熱弁の閉会挨拶でした 


