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会長卓話 

 

須賀 篤史 会長 

皆さん、こんばんは。本日は上期最後の例会です。

最初に補助金事業に関するお話をさせていただきま

す。 

 

『補助金事業の進捗』 

（グローバル補助金） 

まずは 10 月に承認が出たグローバル補助金事業

の進捗状況です。 

（図 1-1） グローバル補助金フローチャート 

 

この表をご覧ください。ついにここまで来ました。昨

日ロータリー財団へクラブ拠出金 3,150 ドルを振り込

みましたので、これから約 2週間でグローバル補助金

42,700 ドルが振り込まれます。後は贈呈へと進んで
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【次回例会案内】 令和 2年 2月予定 

※緊急事態宣言発令のため、理事役員会で決

まり次第ご案内が届きます。 

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 
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F A X  048（977）3741                                        会報委員長 ： 近 藤 慎 悟 
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「YouTube」でも配信!! 

 

▶ 越谷北ロータリークラブ第 2171回例会 

https://youtu.be/bFEqxybuB9c 

https://koshigayakita-rc.jp/
https://youtu.be/bFEqxybuB9c
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いくわけですがバリ島でも感染者が増えている状態

で、現在も日本からバリへの飛行機は欠航中です。こ

のままですと、現地へは行けずリモートで贈呈という

事になってしまします。今のレートで約 450 万円の奉

仕事業ができるのはこれまでにない大きな事業となり

ます。 

 

（地区補助金） 

また、地区補助金事業であり45周年記念事業でも

あります越谷市立病院へ書き損じはがき用ポストの設

置ですが、こちらはポストが出来上がり、いよいよ来月

に設置してまいります。 

 

『美味しい蕎麦屋の見分け方』 

さて今日は忘年夜間例会という事で例会場に夜集

まっていただきました。本来のクリスマス例会を取りや

めて、昼間に通常例会だけとも考えたのですが、この

ようにハイブリット形式で、できる限り感染対策をして

やって参ります。何かと不自由はございますが、ご容

赦ください。 

明日はクリスマスイブですが、皆さんはどのように過

ごす予定でしょうか？我が家は家でひっそりとパーテ

ィをする予定です。そしてクリスマスが終わると間もな

く年末ですね。年末もほとんどの方は穏やかに過ご

すことと思います。また、年越し蕎麦は皆さん食べら

れるかと思います。おそらく行きつけのお蕎麦屋さん

をご存知かと思いますが、ここで美味い蕎麦屋の見

分け方 3点をご紹介します。 

 

（その 1） 

「徳利でつゆを出すお店」 

理由はつゆの量を調整しながら食べられる。締め

に蕎麦湯を入れてもしょっぱすぎるという失敗がない。

最後の一口まで楽しんでもらいたいという店主の気持

ちがわかるポイントだとの事です。 

 

（その 2） 

「蕎麦と一緒に大根おろしが付いてくるお店」  

大根おろしは江戸時代からそばの薬味の代表だ

そうです。つゆに入れたときに甘味を引き出すだけで

なくつゆ付きを良くしてくれる。また手間がかかる大根

おろしを惜しまないお店は期待できるお店だとのこと

です。 

 

（その 3） 

「大盛がメニューにないお店」 

大盛は最後の方は伸びてしまうため通なお店は大

盛を提供しないそうです。足りなかったらおかわりをと

の事です。 

 

いかがでしたでしょうか？ 

この他、「店内に香りの強い花を置かない」や「蕎麦

打ち場にエアコンがないお店」などいろいろあるそう

です。いずれもお客さんへの配慮が感じられるお店と

いうことでしょうか。良かったら行きつけのお店でこの

ポイントを見てみてはいかがでしょうか？ 

さて、今年は本当に大変な 1 年でした。来年は丑

年で私は年男です。 

早くコロナ騒ぎが終息して来年は明るく輝かしい年

になることを祈念いたしまして私の挨拶を終了させて

いただきます。皆さま良い年をお迎えください。 

 

 

幹事報告 

 
関 雄二郎 幹事 

https://koshigayakita-rc.jp/
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（地区より） 

・地区大会記念講演 DVDが届いております。 

・台湾国際大会ガバナーナイトの案内が届いてお

ります。 

・ローテックス新聞完成版が届いております。 

 

（クラブより） 

・6日新年賀詞交換会の中止の連絡が入りました。 

・19 日 18時よりギャザホールにて越谷中 RC 振

替例会及び、IM事前リハーサルを行いま  

 す。 

・12月分の杉山さん、伊丹さんの給与をお支払い

しました。 

 

お客様挨拶 

 

入会予定者 中村 隆雄 様 

 皆様こんばんは。9月の例会にお邪魔しまして今日

2回目になります。先ほど会長様からもお話がありまし

たが来月から北ロータリークラブにお世話になります

ので、どうぞよろしくお願い致します。 

 

 

米山記念奨学生 陳詩楽（チンシラク） 様 

 皆さんこんばんは。年末に皆様にお会いできてうれ

しいです。忘年会の部では、私の故郷に関するお話

をさせて頂きます。よろしくお願いします。 

 

 
至 越谷北ロータリークラブ例会場 

主催：親睦活動委員会 

例会の後には、忘年会が開催されました。 

本年の新型コロナウイルス感染症影響を鑑みて、

十分に対策がされた会場と、オンラインの両面でハイ

ブリッド形式として行われました。  

 

司会は親睦活動委員会の江口委員長が行いました。 

 

乾杯の音頭は松井副会長が行いました。 

 

会場には皆様が持ち寄った高級酒が沢山あります。 

https://koshigayakita-rc.jp/


週報                       2020-2021国際ロータリーテーマ 

第 2770 地区 第 8グループ                    “ロータリーは機会の扉を開く” 

               RI会長 ホルガー・クナーク 

 

越谷北ロータリークラブ                      

2020-2021 須賀篤史会長提言 「未来へ繋ぐクラブの絆」       

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

  4   

 

 

豪華な料理も振舞われています。 

 

 

料理が個別に持てるように配慮されていました。 

 

 

各人に 1つずつトングも渡されています。 

 

 

飲食があるため、フェイスガードも配布されました。 

 

 

親睦委員長も全力で楽しんでいます。 

 

 

陳詩楽さんが故郷のお話をしました。 

松﨑会員とのセッションも素晴らしかったです！ 

 

山本会員から素敵な笑顔を頂けました。 

 

 

例会場にはツリーアートも飾られました。 

忘年夜間例会お疲れ様でした。 

https://koshigayakita-rc.jp/

