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会長挨拶 

 

大島 直幸 会長 

皆さんこんにちは。守秘義務があるので特定の契

約内容は話せませんが、本日はライセンス契約がど

のようなものかをお話したいと思います。 

特定のブランド名やキャラクターを使用した製品を

販売する際、当該コンテンツの権利を保有する会社

と契約をします。ライセンス料は通常上代（定価）の

3~9%が多いです。定価１万円でロイヤリティ 8％なら

800 円です。ライセンス料の発生は契約者が販売し

た時というのが多く、当社であれば小売店に卸した時

点で発生します。小売店が消費者に売った時点では

ありません。小売店が契約者であれば消費者に売っ

た時点で発生します。 

契約期間は 1 年～3 年。ミニマムがあり、安ければ

年間 30万、多いと 1,000万を超えます。ミニマムロイ

ヤリティは契約時に先払いをします。通常 4 半期ごと

に売り上げを報告し、ミニマムを超えていればその分

の支払いをします。年間を通してミニマムを消化でき

ないと損になります。 
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3．クラブビジョン・戦略計画唱和 

4．お客様紹介 

RI2770地区 第 8グループ 

ガバナー補佐 株竹 眞次 様 

ガバナー補佐幹事 杉下 智 様 

越谷東ロータリークラブ 

直前会長 加藤 盛也 様 

創立 35周年実行委員長 栗田 晴巳 様 

5．会長挨拶 

6．幹事報告 

7. お客様挨拶 

8. 委員会報告 
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 【次回例会案内】 令和 4年 8月 31日 

ロータリアンの行動規範 

3分間ロータリー情報 

部門セミナー報告 

例会日：毎週水曜日 12：30～13：30                                 会      長 ： 大 島 直 幸 

例会場：越谷市千間台東インペリアルビル 4階                           副  会  長 ： 長 谷 川 信 也 

T E L  048（975）9898                                        幹    事  ： 江 口 公 晴 
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商品開発は私たちで行います。契約するとロゴや

キャラクターのアートにアクセスできるようになり、そこ

から自分達で絵を選び、商品を作ります。まずどの様

なものを作りたいのかを申請し、承認されると生産が

可能になります。 

 

幹事報告 

 
江口 公晴 幹事 

・越谷南 RC より 8~9月の、越谷東 RC より 8~10月

の例会案内を頂戴しました。掲示しておりますので

ご確認ください。 

・次回、8/24 はガバナー公式訪問例会になります。

例会場・オンラインのハイブリッドにて開催いたしま

すので、ご出席のほどよろしくお願いいたします。 

・本日例会終了次第、例会場・オンラインのハイブリッ

ドにて第 3 回クラブ協議会を開催します。オンライ

ンでのご出席の方は例会終了後も zoom を繋いだ

ままでお待ちください。 

 

お客様挨拶 

 

RI2770地区第 8グループ 

ガバナー補佐 株竹 眞次 様 

 皆様こんにちは。本日貴クラブに訪問 2回目、（越

谷ジュニア甲子園野球大会を含め）実質 3回目という

ことになります。同時に、実は来週の合同委員会、再

来週はガバナー公式訪問ということで、3回連続で補

佐幹事と共にお伺いすることになりますので宜しくお

願いします。 

 北クラブさんの会報を見させて頂きました。セミナー

報告の部分です。どこかのクラブでは資料もないから

報告のしようがないというクラブもあったようですけど、

北クラブさんの場合にはそれぞれの委員長さんがし

っかりとセミナー報告を会報に載せられて素晴らしい

と思います。ということで、第 1回目のセミナー報告に

なります。管理運営部門、公共イメージ部門、会員増

強維持部門、IT委員会ということになります。この中

で自分が一番感じたのは、会員増強維持部門です。

貴クラブのビジョンにもありましたけど、まさに会員増

強だと私もセミナーに参加した時に感じました。実は

この地区は 2012~13年ぐらいから会員数が増えてい

たのですが、コロナ環境になりまして右下がりというこ

とになってしまいました。会員間の繋がりが ZOOMだ

けでは厳しいのかなということもあって、会員さんの減

少がみられたのではないかと感じました。 この第 8グ

ループでは、7月の始まりは 241名。現在 242名とい

うことになっています。まだまだ今年度会員増強という

ことで合計すると 15~16人増える可能性でございま

すが、実際のところ 20~30名と増やして頂いてクラブ

活性化のためにご尽力頂ければと思います。 

 続きまして、青少年奉仕部門のセミナーがありまし

た。ここでは、インターアクト、RILA（ライラ）、交換留

学の報告がありました。その中で、2年ぶりに交換留

学がまた出来るようになりましたとのことで、当 2770

地区は 9名送り出し・受け入れ、うち第 8グループは

越谷 RCが 1人出して 1人受け入れるようです。 

 次がロータリー財団。第 1地域のコーディネーター

飯村さんという方が卓話されていました。当 2770地

区は日本においてはかなり上位クラスの成績を残し
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ている地区でございます。一番重点を置いているの

はポリオ撲滅ということになります。 

ポリオ撲滅の話なのですが、先日の財団の委員長

さんもお話していましたが、ポリオは野生種 1、2、3 と

あり、2 と 3は根絶されたとのことです。残すはあと 1

つです。その常在国がパキスタンとアフガニスタンと

いう話です。 

ですが、実はWHOの情報と全然違っているので

す。実はコロナ禍になって、ポリオはすごく増加して

います。アジア地域・中東・ナイジェリアことによっては

ウクライナ。戦争によってポリオ接種が受けられないこ

とになっています。ポリオのウイルスというのは腸の中

で活動しています。排泄されたものが食物の中に入

って、正常な人間が口にするとその中でポリオウイル

スが発症します。我々大人は免疫力があって発症は

ないです。ただ、発症はしないけれども保菌者ではあ

ります。要するにそういう人が小さなお子さんを抱き上

げ、間接キスなどしていると感染する可能性がありま

す。それからポリオそのものは特効薬がなくワクチン

で対応しています。ワクチンも 2種類あります。経口

摂取と注射です。どちらが良いかはWHOで調べて

頂ければよろしいかと思います。この環境の中で、ポ

リオはまだまだ続くとの話が出ていました。 

 次が米山記念奨学部門。こちらは、先週日曜日に

ありました。それから21日ですが。国際奉仕と社会奉

仕と職業奉仕のセミナーがあります。ということで延べ

5日間。こちらのクラブの委員長さんもセミナーに出ら

れて大変な思いをされていると思いますが、最後のセ

ミナーになりますので委員長の皆様には是非参加し

て頂いて、ご理解して頂き皆様にご報告して頂けれ

ばと思います。 

 第 8グループの合同事業もいよいよ始まります。貴

クラブ例会場をお借りして8月 17日（水）17時から合

同委員会を開催します。11月 5日には皆様のご協力

のもとに合同事業が開催されることになります。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

 

RI2770地区第 8グループ 

ガバナー補佐幹事 杉下 智 様 

皆様こんにちは。先週の早朝例会お疲れ様でした。

北クラブ様に先週・今週と来させて頂きました。やはり

物凄いパワーを感じます。 

先程のガバナー補佐のお話にもあったような子供

さんの素行、もの凄く重要なのだなと感じます。国連

の統計を見ると国内15歳以下の子供人口は55位で

す。少子化と言いながら、実はかなり人数が多いので

す。そのような中で、ポリオの活動や野球活動が皆様

のパワーに繋がっているのではないかと思います。 

エレベーターの扉が開き例会場を覗いた瞬間パワ

ーを感じました。来週は合同委員会で北クラブ様の

例会場お借りますが、委員長・副委員長様にもご出

席頂けるとのことでありがとうございます。 

私も空回りしないようにサポートして行きますので、

この 1年間よろしくお願いいたします。 

 

 

越谷東ロータリークラブ 

直前会長 加藤 盛也 様 

皆様こんにちは。久しぶりに北クラブさんの例会場

にお邪魔させて頂いたのですが、レイアウトがすごい
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のと設備が整っていて非常にすごいなと思っておりま

す。 

本日は、昨年度 35年度記念式典にご参加いただ

いたことの御礼に伺わせて頂きました。また、再来週

に控えるガバナー公式訪問の例会を前に、株竹ガバ

ナー補佐の方から、おそらく良い指導が皆様にあると

思います。今年度は株竹ガバナー補佐と補佐幹事の

杉下さん年度を盛り上げて頂くことをお願い致しまし

て挨拶とさせて頂きます。ありがとうございます。 

 

 

越谷東ロータリークラブ 

創立 35周年実行委員長 栗田 晴巳 様 

みなさん、こんにちは。お陰様で北クラブさん沢山

の方にお入り頂きまして、35周年が無事終了できま

した。最初は、コロナの中でやること自体に相当お叱

りを頂いていましたが、終わったら「よくやった」と皆様

からお褒めの言葉を頂きました。 

最終的に一人のコロナ感染者も出さずに終わりま

した。皆様にあらためて感謝御礼申し上げたいと思い

ます。ありがとうございました。 

 

委員会報告 

親睦活動委員会 櫻井 保彦 副委員長 

誕生祝いのパーカーのサイズを決めます。スマイ

ルの後ろにサンプルがありますのでサイズを確認して

記入してください。未確認の場合はおおよそで決めさ

せて頂きます。8月 24日ガバナー公式訪問までにお

願いします。 

 

出席会場運営委員会 近藤 慎悟 委員長 

 次週 8月 17日は休会です。次回は 8月 24日（水）

ガバナー公式訪問となりますのでお間違いないのよう

にお願いします。 

 

クラブ活性化委員会 吉澤 晴雄 委員長 

 本日クラブ協議会終了後、新入会員の勉強会を開

催します。大塚会員と小林会員を対象としております。

鈴木英男会員が講師をしてくれます。他のメンバーも

参加できますので是非勉強会にご参加ください。 

 

  

・本日もお世話になります。 

RI2770地区第 8Gガバナー補佐 株竹 眞次 様 

・5 月 15 日に開催されました越谷東 RC 創立 35 周

年式典に多数の方にご参加いただきありがとうござ

いました。 

越谷東 RC 直前会長 加藤 盛也 様 

・東クラブ 35周年式典に、たくさんの方にご参加頂き

ましてありがとうございました。お陰様で無事に終え

ることが出来ました。感謝申し上げます。 

同 創立 35周年実行委員長 栗田 晴巳 様 

・お客様ようこそ。本日クラブ協議会よろしくお願い致

します。 

大島 直幸 

・株竹ガバナー補佐様、杉下ガバナー補佐幹事様、

本日はご指導の程よろしくお願い致します。越谷

東RC加藤直前会長様、栗田 35周年実行委員長

様、式典にお招きいただきましてどうもありがとうご

ざいました。 

江口 公晴 

・株竹 G 補佐、杉下補佐幹事様ようこそ。ご指導よろ

しくお願いします。加藤直前会長、また今年もよろ

しくお願いします。 

中澤 伸浩 

https://koshigayakita-rc.jp/
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・株竹ガバナー補佐、杉下ガバナー補佐幹事様、本

日はご指導宜しくお願いします。越谷東 RC 加藤

直前会長様、栗田 35周年実行委員長様、本日宜

しくお願い申し上げます。 

大濱 裕広 

・株竹ガバナー補佐はじめ栗田実行委員長本日宜し

くお願い致します。 

関森 初義 

・①株竹ガバナー補佐、杉下ガバナー補佐幹事、本

日のクラブ協議会よろしくお願い致します。②越谷

東ロータリークラブ加藤様、栗田様いらっしゃいま

せ。 

 鈴木 英男 

・お客様ようこそ。本日クラブ協議会宜しくお願い致し

ます。 

渡辺 裕介 

・お客様ようこそ。コロナ、熱中症に気を付けましょう。

例会宜しくお願いします。 

中村 隆雄 

・株竹ガバナー補佐、東RCの皆様ようこそいらっしゃ

いませ。 

松﨑 義一 

・株竹ガバナー補佐、杉下補佐幹事他、越谷東ロー

タリークラブの皆様ようこそ。 

宮﨑 敏博 

・母校、有田工業高校が佐賀代表で甲子園に出ます。

春・夏連続です。 

宮﨑 敏博 

・世界平和の為に！ 

堀野 眞孝 

・本日も多くのスマイルありがとうございました。暑い日

が続いております。お身体ご自愛ください。 

須賀 篤史 

 

 

 

出席報告 

会員数          41名 

出席者          31名 

出席率          88.5 % 

 

例会後、第 3回クラブ協議会が行われました。 

 

各委員長が年度計画を発表しました。 

 

オンラインでの発表もありました。 

 

ガバナー補佐からご指導を受けました。 

https://koshigayakita-rc.jp/

