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会長卓話 

 

須賀 篤史 会長 

皆様こんにちは。今週末はポリオデーという事で今

日もこの格好で挨拶いたします。 

先週はポリオ根絶チャリティーゴルフを開催いたし

ました。ご参加の皆様お疲れ様でした。 

16名の参加で非常に楽しいゴルフコンペとなりまし

た。この赤 T シャツを着てみんなで写真を撮り、私含

め数人の会員はこのままプレーをしました。当日は参

加者全員にポリオ寄付を募りましたが優勝した松﨑さ

ん、準優勝の私、3 位の小林光則さん、そして大熊さ

んには多くのご寄付をいただきました。また、小林直

前ガバナーにも多くの募金をいただきゴルフで 56 千

円、会員 44人×1千円で 44千円、合計 10万円集

まりました。皆様のご協力に感謝いたします。こちらは

ポリオ募金として納めさせていただきます。 

この動画をご覧ください。これは地区公共イメージ

部門で作った動画に近藤会員にお願いしまして最後

第 2162回 例会記録   No．7 

令和 2年 10月 21日 

司会： 酒井 新樹   編集： 近藤 慎悟 

会次第 

（オンライン例会） 

1．点鐘 

2．会長挨拶 

3．幹事報告 

4．セミナー報告 

国際奉仕委員会 大濱 裕広 委員長 

社会奉仕委員会 長谷川 真也 委員長 

5．ポリオデーに向けて（※動画放映） 

6．出席報告 

【次回例会案内】 令和 2年 11月 15日 

地区大会 2日目 

※11月 11 日 振替例会 

※川口リリアまたは、オンライン（YouTube） 

例会日：毎週水曜日 12：30～13：30                                 会      長 ： 須 賀 篤 史 

例会場：越谷市千間台東インペリアルビル 4階                           副  会  長 ： 松 井 昭 夫 

T E L  048（975）9898                                        幹    事  ： 関 雄 二 郎 

F A X  048（977）3741                                        会報委員長 ： 近 藤 慎 悟 

創  立：1976年 5月 11日 

 

「YouTube」でも配信!! 

▶ 越谷北ロータリークラブ第 2162回例会 

https://youtu.be/wi-WCOsggZQ 

  

★チャンネル登録お願いします!! 

https://koshigayakita-rc.jp/
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に北クラブの名前を入れてもらいました。これを 24日

に越谷のツインシティのオーロラビジョンに 1 日中流

してもらいます。1 時間におよそ 3 回程度流れるそう

です。実は一昨日にツインシティへ動画を持って行っ

たのですが、ツインシティの管理事務所は土日がお

休みなので 23 日（金）から 26 日（月）まで流れること

になりました。しかも本来は 1 万円なのですが、無料

で流してもらいます。今週末お時間がございましたら

越谷駅前に見に行ってみて下さい。コロナ禍の中で

すので集まっての活動は控えるようにと地区より指示

がありましたので、昨年のような活動はせずに今年は

このような活動にすると決定いたしました。 

今日のセミナー報告では、国際奉仕部門で大濱委

員長、社会奉仕部門で長谷川委員長にお願いして

おります。今年のセミナーは全てオンラインですが会

長・委員長が参加する 1部と入会 5年未満の新会員

が参加する 2 部とに分かれています。ある部門の新

会員の部でアンケートを取ったらしいのですが、面白

いなと思いましたのでご紹介します。 

（アンケート結果） 

・ベテランと若手との距離感が感じる時がある。 

・腎・アイバンク活動支援をもっと推奨してほしい。 

・2770地区同学年会員グループがあると良い。 

・2770地区会員の飲食店マップがあったら良い。 

・会員候補者が参加できるようなイベントや奉仕活

動があると良い。 

・クラブの中で少人数の交流会があったら会員候

補者を呼んでみたい。 

・他のクラブとの交流会があったら嬉しい。 

・例会以外での交流の場を増やしてもらいたい。 

私も今年でロータリー歴 10年となりますが、なかな

か思いつかないなと思い、非常に興味深く感じました。

特に飲食店マップはあったら良いかもしれませんね。

飲食店だけではなく全業種のリストもあったら良いか

もしれませんね。 

 

 

幹事報告 

 
関 雄二郎 幹事 

（地区より） 

・11/15 地区大会の開催方法について案内が届いて

おります。開催にあたり今年度に限り、YouTube ま

たはリアルでの参加の出欠を取らせていただきま

す。後程会員へメールまたは FAX にてお知らせし

ます 

・RLIパートⅠの案内が届いております。 

・先日行われました地区大会記念チャリティーコンペ

の参加のお礼が届いております。 

・米山功労クラブとして感謝状が届いております。 

・令和 2 年度越谷市交通安全市民大会の中止のお

知らせが来ております。 

・令和 2 年度越谷市暴力排除推進協議会総会表決

結果のお知らせが来ております。 

・RI3750 地区訪韓の中止のお知らせが来ておりま

す。 

 

（クラブより） 

・第 8グループ会員名簿の冊子が出来ております。 

・入会候補者の中村隆雄さんについて、規定に沿っ

て 2 週間が経過し異議申し立てがございませんで

したので、入会の手続きに入らせていただきます。 

・2019 年度派遣学生の堀越さんが例会場に見えら

れて、交流のバナーを持ってきて頂きました。 

 

https://koshigayakita-rc.jp/
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セミナー報告 

 

 国際奉仕委員会 大濱 裕広 委員長 

 セミナーは ZOOM で開催され、資料を参考に当日

のセミナー内容を報告しました。 

 

（セミナー資料） 
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社会奉仕委員会 長谷川 真也 委員長 

社会奉仕は、すべてのロータリアンが地域の人び

との暮らしを豊かにし、より良い社会づくりに貢献する

ことです。地域社会のニーズに合った社会奉仕活動

に取り組むクラブの活動に協力しましょう。  

●地域社会奉仕委員会 

1.  クラブの新規奉仕事業について、地域社会  

のニーズに関する情報を提供する。 

2. 継続事業の見直しに情報を提供する。 

3. ロータリー財団部門と協力して、地区補助金の

活用方法について情報を提供する。 

4. ペットボトルキャップ回収支援事業を再考する。 

5. 環境問題への情報をクラブへ提供する。（重点

https://koshigayakita-rc.jp/
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分野に環境問題が入る可能性大です） 

6. 地区内のクラブが実施してきた奉仕事業を分

析し、今後の取組への情報を提供する。 

 

印象に残ったのは、今年度は、点字名刺の推進に

力を入れています。 

  

●ブライダル委員会 

1. 当地区独自の委員会として、ブライダル事業の

活性化を推進する。 

2. 登録者情報（出せる範囲）を提供し、関心度を

増やし登録者の増加に努める。 

3. コーディネーターと協力して成婚カップルを増

やす。 

4. 公共イメージ部門と協力し、少子高齢化時代に

おける委員会の意義と成果を広報する。 

5. 地区大会で成婚カップルの紹介をする。 

当クラブには、ブライダル委員会が無いためブラ

イダルについては、活動が今までにない。 

 

今年度は、ブライダル登録者を当クラブから最低 1

人は、登録したいと思います。 

 

クラブでは、現在地区補助金を活用して書き損じ

はがきポスト2台を設置予定です。設置場所は、越谷

市立病院と越谷市内で、まだ設置していない駅を予

定しています。 

まだ、新型コロナウイルスが落ち着いていませんが

落ち着き次第社会奉仕活動をしていきたいと思いま

す。 

 

 セミナー報告ありがとうございました。 

 

ポリオデーに向けて 

 

RI「世界ポリオデー特別プログラム」より 

ポリオ根絶活動の動画を 30 分間放映しました。ま

た、越谷北ロータリークラブは、 ポリオデー特設サイ

トから RIへ活動報告を行っています。  

「国際ロータリー END POLIO（特設サイト）」 

（参照）https://www.endpolio.org/ja 

 

 

出席報告 

会員数          44名 

出席者          23名 

※オンラン例会のため出席数のみ掲載 

https://koshigayakita-rc.jp/

