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◆ 会長挨拶
安濃和正会長
皆さんこんにちは。
地区青少年交換委員
長 星野様･委員 鈴
木様本日はようこそ
お越し下さいました。
そしてｷｬﾝﾍﾞﾙﾀｳﾝRC
の皆様 2日に来日し
鎌倉･日光･浅草、そ
して越谷市長表敬訪問と過密なスケジュールを過ご
し本日帰国という事ですがお疲れ様でした。日本は
楽しめましたか？またホストを受けて頂いた会員の
皆様本当にありがとうございました。何より中里国
奉委員長、段取りや車の運転等全てやって頂き感謝
申し上げます。本日も羽田までお送り下さるとの事
宜しくお願いします。またお手伝いして頂きました
会員の皆様にもこの場をお借りしてお礼申し上げま
す。ありがとうございました。尚、ｷｬﾝﾍﾞﾙﾀｳﾝRCは
次年度が60周年とのこと平田会長エレクト宜しくお
願いします。
さて、ＲＩが推奨する一人一本の植樹を第8グルー
プ全体で行う事になりました。今月の9~10日に原ガ
バナー補佐始め約20名が参加予定です。当クラブは
森田社奉委員長･幹事･私が参加します。場所は被災
地の東松島市矢本大曲濱に黒松1,000本の苗木を赤
井小学校5年生42名･森林組合職員その他で約30名
と第8グループのロータリアンで実施します。事業の
様子はIMにてビデオ等で報告される予定ですので
宜しくお願いします。
そして11日 浦和ロイヤルパインズホテル･12日
さいたま市文化センターにて地区大会が行われます。
地区大会は地区における最大の行事でＲＩ会長代理
ご夫妻が臨席され、毎年度1回開催されます。その目
的は親睦、感銘深い講演及び地区の問題並びにＲＩ
全般に関する討議を通して、ロータリーのプログラ
ムを推進する事にあります。地区大会は地区内の会
員基盤を維持し増強を図る良い機会である事を認識
し士気を高揚する方法で情報を提示し、かつロータ
リーの親睦を深めるような雰囲気を作り出さねばな
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りませんとあります。また地区大会はロータリーの
プログラムやクラブの活動の発表の場でもあり、各
クラブ同士が交流し対話する事で より一層親睦を
深める場所です。11日は参加要請の皆様、12日は全
会員が参加で、特に3年未満の会員の皆様は義務出席
となりますので宜しくお願いします。特に新会員の
皆様は是非地区大会の雰囲気を見て頂きたいと思い
ます。尚、12日午後2時半位にはクラブ紹介がありま
すので大勢の会員の参加をお願い致しまして会長挨
拶とさせて頂きます。
◆ 幹事報告
吉澤行雄幹事
1、本日、① 例会終
了後に2階研修室に
て定例理事会を行い
ます。理事･役員の皆
様ご出席宜しくお願
いします。② 指名委
員会を若松にて午後
6時より開催します。パスト会長の皆様ご出席宜しく
お願いします。
2、14 日は 11 日,12 日に行われる地区大会に振替と
なっていますのでお間違え無いようにお願いします。
尚、地区大会には全員登録していますので多くのご
出席をお願いします。また 3 年未満の会員の方は 12
日には必ずご出席下さいますようお願いします。
3、17 日(金)に IM 記念ゴルフコンペが千葉 CC･野田
コースにて開催されます。安濃会長始め 9 名参加し
ます。
4、ロータリーの友等を BOX にお入れしましたので
ご一読下さい。
◆ 委員会報告
◎ 会場運営委員会
小暮直正委員長
本日は会場設営にあたり不手際があり皆様に大変
ご迷惑とご不快な思いをさせてしまいました。この
場をお借りしてお詫び申し上げます。以後このよう
な事がないようにしっかりと気を付けていきます。
本当に申し訳ございませんでした。
◎ 報告
中里静博カウンセラー
派遣学生 平山さんが韓国に行っておりますが 10
月の月報が届きましたのでご報告致します。学校の
授業が 5 時頃終り、その後帰宅し夕食を食べて韓国
語の勉強をしているのであまり時間がなくなってし
まいやや睡眠不足だそうです。先日誕生日だったそ
うで、家族みんなでお祝いをして下さったそうです。
10 月は色々と地区の行事があったそうです。10 月 9
日は世宗大王が生誕したハングルの日ということで
祝日でした。楽しく生活しているようです。これか
ら寒くなるので風邪をひかないようにとメールを送
りました。

◎ 国際奉仕委員会
中里静博委員長
①.キャンベルタウウン RC よりお越し頂きありがと
うございます。11 月 2 日 朝 5：00 に羽田空港に到
着し、私と木村副委員長そして鮫島委員･安濃会長･
吉澤幹事と 5 人で迎えに行ってきました。3 日~6 日
は市内観光･日光･浅草へと行ってまいりました。そ
して帰国されますがジョージ・ワード夫妻は成田か
ら明日、ニューカレドニアへ旅行に行かれるそうで
す。ブライス会長･シモンズ様･アバロス夫妻は今夜
羽田から 22：00 に帰国します。見送りは私と豊田委
員で行きます。ホームステイをお受け頂いた方々、6
日間のご接待をして頂いた方々に心より感謝申し上
げます。先ほどブライス会長より御礼という事で沢
山頂戴致しましたので、皆さんにご報告致します。
②.日台親善会議について、先般皆さんにご案内申し
上げましたが、当初の地区情報ですと 3 月 31 日開催
でしたが、変更になり 3 月 1 日開催になりました。
当クラブで計画しましたツアーは廃止させて頂きま
した。この度地区からのツアー案内が来ております。
皆さんに FAX でお送りしますので参加希望の方は
そのツアーを利用してご参加頂ければと思います。
③.来年 6 月の国際大会の登録ですが、12 月 15 日ま
でに登録をしませんと登録料が高くなります。今レ
ートが高くなっていますので参加希望の方は 12 月
初めまで登録をお願い致します。本日、本来であれ
ば 9 月に行われた日韓親善会議の報告をする予定で
したが、スケジュールがいっぱいのため割愛をさせ
て頂きます。その際にご参加頂いた方にネームホル
ダーをお渡ししておりますがクラブの備品ですので
事務局までご返却下さい。
最後に、地区青少年交換の鈴木さんには昨年マー
シャが来た時に大変お世話になりました。当日お昼
にアメリカの地区から今飛行機に乗ったと、大至急
成田に迎えに行かなければなりませんでした。私と
鈴木さんと若海さんと 3 人で迎えに行きました。そ
の節は大変お世話になりました。
◎ ロータリー財団委員会
神戸廣通副委員長
今月はロータリー財団月間です。寄付は自発的な
もので財団への寄付は会員資格としの条件ではござ
いませんが、各クラブ 1 人 200 ドル×人数としてあ
りますので、皆様 11 月寄付を宜しくお願い致します。
本日、中里会員より 500 ドル頂きました。ありがと
うございます。
◎ 米山記念奨学委員会
豊田高行委員長
先日 10 月の米山月間では皆様に大変ご協力を頂
きありがとうございます。地区目標 1 人 25,000 円と
いう事になっておりますが、本日現在 244 万で地区
目標まで間もなくですが、クラブ目標は 1 人 35,000
円となっておりますので皆様方の更なるご協力をお
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願い致します。
◎ ご案内
瀧田貴夫会員
今日は委員会と関係ありませんがご紹介させて頂
きます。BOX に入れさせて頂きました「甦る、JAZZ
meets Koshigaya」についてのご案内です。1991
年より今回で 10 回目になりますが、越谷を盛り上げ
るために有名ミュージシャンを呼んで開催致します。
チケット 2,500 円です。ご興味のある方はご協力を
頂ければと思います。越谷市内の越谷 RC を始め 5
クラブからご後援を頂いております。また企業協賛
も頂いており、もしご協力頂ける方は瀧田までお声
をかけて下さい。
◆結婚・誕生祝（敬称略）
＊誕生祝： 外崎博之 松本 實 中村謙治
春山敏實 安濃和正 奥田正樹
＊結婚祝： 坂巻幸次 鳥羽瀬建男 小林秀男
森 仁三 新井 進 桃木俊郎 石河秀夫
須賀定吉 増元 晃 春山敏實 外崎博之
太田 匠 森田 隆 小林孝裕 武隈正樹
松永賢一 井橋英蔵 吉村総一 天草大輔
近藤正成

◆ 挨拶
◎ 地区青少年交換委員長
星野晃一郎様
皆さんこんにちは。今年度地区青少年交換委員長
の星野でございます。隣の方は春日部イブニング RC
の鈴木伸雄地区委員です。本日は伝統ある越谷 RC
さんへ表敬訪問に参りました。また日頃より青少年
交換プログラム活動に対して、多大なるご理解とご
協力を賜りまして大変感謝しております。今年度も
リンさんをホストして頂き、昨年はマーシャさんと
長きに渡りこのプ
ログラムのご協力
本当にありがとう
ございます。今日欠
席されている、新井
進会員が 25 年前に
地区青少年交換委
員をやっていた頃

に、私も留学を終え帰国しローテックス 1 年目にい
たのが新井進会員です。それ以来大変お世話になっ
ておりまして、また会える事を楽しみにしておりま
す。地区は今年度 20 名の学生を受け入れております。
また 22 名の学生を海外に派遣しております。18 名
の学生を来年派遣する予定で今年合格させました。
ここで皆様にもう 1 つお願いがあります。18 名の学
生が合格したのですが、まだスポンサーが決まって
いない学生が数名おります。是非 3 年連続で大変だ
と思いますがご検討のほど宜しくお願い致します。
今日一日宜しくお願い致します。
◎ 地区青少年交換委員
鈴木伸雄様
一言御礼のご挨拶と思いまして今日は参加させて
頂きました。昨年地区 1 年目で一生懸命やっており
ましたら、朝起きたらメールでマーシャさんがもう
飛行機に乗ってしまったというビックリな知らせが、
こういう風にして地区の青少年委員会は始まるのか
と思いました。飛行機が着くまでに私が成田に到着
できるかどうか。中里さんには素早い行動をとって
頂き、無事学生が着いてゲートを出て来るところで
ロータリアンが待っているという態勢が出来ました。
これはロータリーの友情と連携だと思いました。今
年もリンさんを受け入れて頂いておりますが、でき
れば来年も受け入れをご検討して頂ければと思いま
す。ありがとうございます。
◆ 挨拶 ｷｬﾝﾍﾞﾙﾀｳﾝ RC
◎ ダイアナ･ブライス会長
安濃会長始めキャ
ンベルタウン RC の
姉妹クラブである越
谷 RC の皆さん、私は
会長になって 5 ヵ月
経ちますがこの短い
期間に日本にきて越
谷 RC の会員の方々やご家族の皆さんにお会いでき
た事を大変嬉しく思います。こちらに来る事、神聖
かつオーストラリアよりも 4 倍以上もの素晴らしい
歴史をもつ沢山の場所を訪れる事ができる事を大変
楽しみにしておりました。それぞれの目的地に到着
するまでの計画を準備してくださった方、サポート
してくださった会員の方々、大変な交通渋滞に遭遇
してしまった時に根気･忍耐を示して下さいました
が、その方々に祝福させて頂いても宜しいでしょう
か。私は今日キャンベルタウンに帰りますが越谷 RC
とはこれ以上なくフレンドリーで寛容な姉妹クラブ
だと確信を持って帰る事ができます。キャンベルタ
ウンから今回訪問している会員それぞれは皆さんの
おもてなしを存分に楽しんだと思いますし濱野夫婦
やその家族にも私を受け入れてくださった事を感謝
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しています。最後に 2018 年 我々の 60 周年記念で
多くの皆様にお会いできる事を楽しみにしておりま
す。今日、この日より価値のある日はありません。
昨日を再び経験する事はできません。そして明日は
まだ私達の手の届かないところにあります。
◎ ディビッド･シモンズパスト会長
皆さんこんにちは。
私は何 回も越 谷に来
て多く の友達 がいま
す。皆さんとまたお会
いでき て大変 うれし
いです。健康そうでい
られる 事を心 よりお
喜び申し上げます。今
日は皆様方と過ごして、越谷とキャンベルタウンの
姉妹クラブ関係が益々充実していく事を神にお祈り
しております。ありがとうございます。
◎ ジョージ･ワードパスト会長/トレーシー令夫人
ジョージ：私は 20 年
前に初 めて越 谷に来
ました。沢山の友人が
います。その方々が出
席して いるの がわか
りました。40 周年に
も参加しました。とて
も素晴 らしか ったで
す。今日キャンベルタウン公園に行きました。2004
年に植樹したジョージの樹だけが枯れていました。
安濃会長に御礼を申し上げると共に、鮫島会員には
朝 5 時に羽田まで迎えに来て頂き心より感謝申し上
げます。また今回一番の友達を見つけました。鈴木
幹夫会員のお孫さん鈴木智也君 4 歳です。今朝 智也
君が幼稚園に行く前に我々の絵を描いてくれました。
これを一生の思い出として我々の孫たちにも見せて
あげたいと思います。最後にこのシャツは今回越谷
に来るためにキャンベルタウン RC で作ったもので
すが親友である鈴木さんにプレゼントします。
トレーシー：一言ご挨拶をさせて頂きます。鈴木幹
夫ご夫妻には言葉に表せないほど歓待をして頂き心
より御礼を申し上げます。
◎ ダニー･アバロス会員/シェリー令夫人
ダニー：今日は例会
に参加させて頂き心
から御礼申し上げま
す。そしてこの会場
に情熱をもったロー
タリアンが沢山いる
事を心から感銘を受
けました。皆様方に

おかれましては歴史と伝統ある素晴らしい都市をも
っている事は羨ましいと思います。そして、私とシ
ェリーを滞在中にいろんなところに運転して観光さ
せて頂き心より感謝申し上げます。特に鮫島夫妻に
は感謝申し上げます。私たちはすでに今度いつ来よ
うかと話をしております。次回はもっと長く滞在し
たいと思います。もしかしたら越谷に住むかも知れ
ません。
シェリー：Ｇ´Ｄａｙ 私たちは海から離れたとこ
ろに住んでいます。しかしながら越谷市と環境的に
も似ていると思います。初めて日本に来て色々な事
を学びました。特に 3 つ重要な事があります。第 1
家族。第 2 コミュニティ･社会に奉仕すること。第
3 信愛なる友達を沢山もつこと。そして皆様方と心
許しあえる友達になったこと。心より感謝申し上げ
ます。貴方はずーっと心の中に友達でいます。宜し
くお願い致します。
◆ ビジター･ゲスト紹介
地区青少年交換委員長 星野晃一郎様
〃
委員 鈴木伸雄様、
ｷｬﾝﾍﾞﾙﾀｳﾝ RC 会長 ダイアナ ブライス様･
ディビッド シモンズ様･
ジョージ/トレーシー ワードご夫妻･
ダニー/シェリー アバロスご夫妻、
交換留学生 リンさん
◆ スマイル報告(敬称略)
＊青少年交換プログラムでは大変お世話になってお
ります。/地区青少年交換委員長 星野晃一郎様
＊Thank you for many wonderful memories. /ｷｬﾝ
ﾍﾞﾙﾀｳﾝ RC Daivid Symonds 様
＊①地区青少年交換委員長 星野様･委員 鈴木様よ
うこそ越谷 RC へ。②ｷｬﾝﾍﾞﾙﾀｳﾝ RC の皆様ようこそ
越谷 RC へ。次年度は 60 周年ですね。頑張って下さ
い。③ｷｬﾝﾍﾞﾙﾀｳﾝ RC をホストされた皆様･お手伝い
の皆様ありがとうございました。中里さん本当にお
疲れ様でした。④誕生祝ありがとうございます。と
うとう…還暦です。/安濃和正会長
＊①地区青少年交換委員長 星野様･委員 鈴木様本
日は越谷 RC にお越し頂きありがとうございます。
②ｷｬﾝﾍﾞﾙﾀｳﾝ RC ダイアナ会長始め会員と令夫人の
皆様 welcome to 越谷 RC。③ｷｬﾝﾍﾞﾙﾀｳﾝ RC をホス
トされた皆様そして引率にご協力頂いた皆様心より
感謝申し上げます。④増元会員ＲＬＩパートⅢ修了
お疲れ様でした。⑤本日の会場設営の不手際 誠に申
し訳ございません。/吉澤行雄幹事
＊結婚祝いありがとうございます。/坂巻幸次
＊①結婚祝いありがとうございます。②ｷｬﾝﾍﾞﾙﾀｳﾝ
RC の皆様ようこそ越谷 RC へ。お帰りになりました
ら今回見えられなかった会員の皆様に宜しくお伝え
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下さい。/小林秀男
＊ｷｬﾝﾍﾞﾙﾀｳﾝ RC の皆様ようこそ越谷 RC へ。/井橋武
治
＊①地区青少年交換委員長 星野さん･委員 鈴木さ
んようこそ越谷 RC へ。②ｷｬﾝﾍﾞﾙﾀｳﾝ RC のダイアナ
会長始め皆様ようこそ越谷 RC へ。/井橋吉一
＊ｷｬﾝﾍﾞﾙﾀｳﾝ RC の皆様と 7 日間楽しい日々を楽しみ
ました。4 歳の孫はジョージとベストフレンドにな
りました。/鈴木幹夫
＊①地区青少年交換委員長 星野様また鈴木様本日
はご苦労様です。②ｷｬﾝﾍﾞﾙﾀｳﾝ RC の皆様ようこそ。
今年 2 月に訪問した時は大変お世話になりました。
また今回のホストをして頂いた皆様と中里国奉委員
長を始め 関係者の皆様大変ご苦労様でした。ありが
とうございました。/中島美三郎
＊ｷｬﾝﾍﾞﾙﾀｳﾝ RC の皆様ようこそ越谷 RC へ。日本を
たっぷりと楽しんでお帰り下さい。/山田二三夫
＊結婚祝いありがとうございます。家に帰って報告
させて頂きます。/石河秀夫
＊豊田様昨夜は大切な賞金を中華料理屋で全て使わ
せて頂きありがとうございました。/神戸廣通
＊①結婚祝いありがとうございます。②先日の安濃
年度第 1 回親睦ゴルフ及び夜間例会に多くの方にご
出席頂きありがとうございました。/須賀定吉
＊結婚祝いありがとうございます。/桃木俊郎
＊ｷｬﾝﾍﾞﾙﾀｳﾝ RC の皆様ようこそ越谷 RC へ。日本で
の滞在は楽しかったですか？/坂巻邦夫
＊誕生祝いありがとうございます。/中村謙治
＊46 回目の結婚祝いもっともっと頑張らないと…。
ありがとうございます。/森 仁三
＊誕生祝いと結婚祝いありがとうございます。/外崎
博之
＊ｷｬﾝﾍﾞﾙﾀｳﾝ RC の皆様ようこそ越谷 RC へ。またご
協力頂いた皆様心より感謝申し上げます。/中里静博
＊中里国奉委員長大変ご苦労様です。後 1 日です。
ご苦労さん会は佐平ですか？/吉野寛治
＊ｷｬﾝﾍﾞﾙﾀｳﾝ RC に皆様ようこそ越谷 RC へ！日本で
の観光は満喫できたでしょうか？気を付けてお帰り
下さい。/浅見冨司雄
＊先月の米山月間までにご寄付頂いた皆様ありがと
うございました。本日は神戸 P 会長より大きく、今
井会員･澤幡会員･井橋英蔵会員より頂き中村聡久会
員からも小さく頂きました。まだまだ目標に達して
いないので今後共ご協力宜しくお願い致します。/豊
田高行
＊①近藤正成さん親睦ゴルフ優勝おめでとうござい
ます。機会がありましたらご一緒にゴルフがしたい
です。②結婚祝い･誕生祝いの皆様おめでとうござい
ます。③本日早退させて頂きます。/丹田益生

＊結婚祝いありがとうございます。何とかまだ続い
ております。/森田 隆
＊ｷｬﾝﾍﾞﾙﾀｳﾝ RC の皆さんようこそ越谷 RC へ。日本
の秋をお楽しみ下さい。/平田徳久
＊中里国奉委員長 6 日間お疲れ様でした。昨日の昼
食時のブチ切れている姿が忘れられません。/若海宗
承
＊①地区青少年交換委員長 星野様･委員 鈴木様よ
うこそ越谷 RC へ。いつもお世話になっております。
②結婚祝いありがとうございます。37 回目になりま
す。40 周年を目標に頑張ります。/増元 晃
＊結婚祝いありがとうございます。
「妻には 10 周年
なのでチョットしたお祝いを考えないと…。
」ですね。
/吉村総一
＊① Thank you for your coming to JAPAN the
members of Cambelltown Rotary Club I believe
you have spent happy days during to stay in
Koshigaya and other places. ②南越谷商店会「勢
連」は 11 月 5 日に徳島で開催された全国阿波踊りコ
ンテストで優勝する事ができました。いつも応援頂
いている皆様のお蔭です。ありがとうございます。/
吉澤雅隆
＊多くの方から父に対するお祝いのお言葉を頂きま
した。ありがとうございます。/大沢日出夫
＊①地区青少年交換委員長 星野様・鈴木様ようこそ
越谷 RC へ。②ｷｬﾝﾍﾞﾙﾀｳﾝ RC の皆様ようこそ越谷
RC へ。そして中里国奉委員長大変お疲れ様です。/
瀧田貴夫
＊①昨日ｷｬﾝﾍﾞﾙﾀｳﾝ RC 御一行と市内観光に参加頂い
た皆様お疲れ様でした。②会場設営に不手際があり
皆様にご迷惑をお掛けしてしまいました。大変申し
訳ございませんでした。/小暮直正
＊中里国奉委員長お疲れ様です。後もう少しです。
安全運転で行きましょう。/山田託也
＊本日は遅れまして誠に申し訳ございません。/大野
保司
＊結婚祝いありがとうございます。今回は頑張りま
す！/近藤正成
＊小林秀男先生 47 回目の結婚祝いおめでとうござ
います。県民の日にご結婚との事で故郷を愛する先
生らしいですね。/澤幡智史
＊結婚祝い大変ありがとうございます。/井橋英蔵
＊結婚祝いありがとうございます。/松永賢一
本日 56 件 110,656 円

累計 1,032,500 円

◆ 出席報告
本日出席率 64.13 ％
会員数 100 名
出席者数
59 名 出席免除者数 20 名
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RLI パートⅢ終了証：増元 晃 会員

小暮直正 会場運営委員長

中里静博 国際奉仕委員長

神戸廣通 R 財団副委員長

豊田高行 米山奨学委員長

横家 豪 スマイル委員長
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