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ました。

4、7 月 28 日(土)に開催される越谷花火大会に協賛金
として社会奉仕委員会より 10 万円が拠出される事が
事務局：越谷市越ケ谷本町 8-7 TEL.048-965-0550 FAX.048-965-6000 Email. koshirc@crocus.ocn.ne.jp
承認されました。
◆会長／平田 徳久 ◆副会長／須賀 定吉 ◆幹事／若海 宗承 ◆ｸﾗﾌﾞ広報委員長／横家 豪

を企画していますのでご予定下さい。

として社会奉仕委員会より 10 万円が拠出される事
が承認されました。
2788 回例会 幹事報告
1、本日、持ち回り
理事会にて新会員
の入会手続き開始
が承認されました。
2、15 日(日)に、①
青少年奉仕部門セ
ミナーが大宮ソニ
ックシティにて午
後 12 時 30 分より開催されます。平田会長･青少年奉
仕委員会の山田託也会員と松永会員が出席します。
②青少年交換留学生 キョンリン･ビョンさんが韓国
へ帰国されます。カウンセラー始めホストファミリ
ー･青少年奉仕委員会の皆様がお見送りします。
3、16 日(月)に奉仕プロジェクト部門合同セミナーが
大宮ソニックシティにて午後 1 時より開催されます。
平田会長･須賀クラブ研修リーダー･坂巻奉仕プロジ
ェクト委員長･岡田職業奉仕委員長･小暮社会奉仕委
員長･近藤国際奉仕副委員長が出席します。
◆ 委員会報告
◎米山記念奨学委員会
中島美三郎委員長
本日、森仁三会員から 10 万円頂きました。メジャ
ードナー121 万円となりました。ありがとうございま
す。鈴木幹夫会員から 5 万円頂きました。マルチ 4
回目です。ありがとうございます。40 万円となりま
す。それから桃木俊郎会員から 10 万円頂きました。
ありがとうございます。清水会員から 3 万円い頂き
ました。合計 13 万円となります。
多くの米山記念奨学金お待ちいたしておりますので
よろしくお願いいたします。
◆ご挨拶
◎R.I2770 地区ｶﾞﾊﾞﾅｰエレクト
小林 操 様
昨年は安濃会長、また吉沢幹事に色々とお世話に

2、高齢者会費減額申請者 9 名と出席免除申請者 19

なりました。本来は 6 月にお礼に来たいところでし

名の承認がなされました。

たが、6 月に国際大会がありましたので、新年度とな

3、31 日のガバナー公式訪問後の懇親会を橋本家ﾚｲｸ

りました。また今年度の平田会長、若海幹事 2019～

ﾀｳﾝ店にて午後 5 時 30 分より開催する事が承認され

'20 年度の副幹事の皆様方、これからお世話になると

4、7 月 28 日(土)に開催される越谷花火大会に協賛金

思います。よろしくお願いします。また普段は坂巻

◆ 会長挨拶
平田徳久会長
皆さんこんにち
は。関東地方は異例
ともいえる早さで
梅雨明け宣言が出
されましたが、先週
は天気の不安定な
日が続きました。昨
年の九州北部豪雨
の記憶がまだ生々しいにも関わらず、また今年も西
日本を中心に数十年に一度と言う大雨による被害が
出ました。改めて自然災害の恐ろしさを痛感した次
第です。被害に遭われた方々に心からお見舞い申し
上げます。
本日は 2770 地区ガバナーエレクト 小林様そして
第 8 グループガバナー補佐 大熊様・ガバナー補佐幹
事 水町様、
ようこそ越谷 RC へお出で下さいました。
1 年間ご指導の程宜しくお願い申し上げます。後ほど
ご挨拶を頂きたいと思います。
さて、先週 7 月 7 日土曜日に、今年度の管理運営
部門セミナーに参加してきました。伊藤部門委員長
が国際ロータリーのテーマ「Be The Inspiration」
について分かり易く説明されましたので、皆さんに
もお伝えしたいと思い BOX にコピーをお入れしまし
た。お手元にお出し頂きポイントを復唱したいと思
います。又、昨日大熊ガバナー補佐を筆頭に第 8 グ
ループ会長･幹事、総勢 12 名で高橋越谷市長に表敬
訪問してきました。そしてその帰りに香取神社に参
拝して、各クラブの 1 年間の事業安全を御祈願して
来ました。以上をもちまして会長挨拶と致します。
◆ 理事会報告並びに幹事報告
若海宗承幹事
第 1 回定例理事会報告（平成 30 年 7 月 3 日）
1、8 月のプログラムが承認されました。9 月のプロ
グラムは継続審議中です。尚、9 月 25 日は夜間例会
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先生と井橋パスト

がますます奉仕活動に邁進できるよう、皆様方から

には、地区の方で

のご支援のほどお願い申し上げます。
◎第８グループガバナー補佐幹事 水町 俊介様
今年度、大熊ガバ
ナー補佐の幹事役を
仰せつかりました。
市内５クラブの連絡
調整役という形で第
8 グループが活発に
活動できるように精
一杯頑張らせていた
だこうと思いますので、皆様よろしくお願いいたし
ます
◆結婚誕生祝
誕生祝：小林秀男、野見山哲二、中里静博、
新井 進、澤石順一、永島信之、中村聡久、
小林威郎
結婚祝：相良哲郎、大沢日出夫、野見山哲二
◆委嘱書授与
平田徳久会長
クラブ研修リーダー委嘱書：須賀定吉パスト会長
◆クラブ協議会「前半」
平田徳久会長
≪年度計画書参照≫
会 計：山本完治委員長
ＳＡＡ：山田二三夫
クラブ管理運営委員会：須賀定吉委員長
親睦活動委員会
：瀧田貴夫委員長
プログラム委員会
：澤田裕二委員長
ロータリー情報委員会：澤田裕二委員長
出席委員会
：江藤真吾委員長
会員増強委員会
：中里静博委員長
◆ ビジター･ゲスト紹介
地区ガバナーエレクト 小林 操様、
第 8G ガバナー補佐 大熊 進様･補佐幹事 水町俊介様、
オブザーバー 栃木銀行越谷支店長 橋本佳明様、
交換留学生 キョンリン･ビョンさん
◆ スマイル報告(敬称略)
＊皆さんこんにちは。昨年は色々お世話になりまし
た。本年度も宜しくお願いします。また 19~20 年度
の地区副幹事の皆様、G 補佐 新井さん宜しくお願い
します。/地区ガバナーエレクト 小林 操様
＊本日はリハーサルに参加ありがとうございます。/
第 8G ガバナー補佐 大熊 進様
＊本日はお世話になります。/第 8G ガバナー補佐幹
事 水町俊介
＊①地区ガバナーエレクト小林 操様、第 8 グループ
ガバナー補佐 大熊 進様、G 補佐幹事 水町俊介様よ
うこそ越谷 RC へ。一年間ご指導のほど宜しくお願い
申し上げます。②結婚･誕生祝を迎えられた皆さん誠
におめでとうございます。この日を迎えられたお幸
せをじっくり味わって下さい。③会場運営委員会の

いつもいろんなこ
とを教えていただ
いています。多分
負けないガバナー
になると思います
ので、どうぞ皆様
宜しくお願い致します。また 6 月に 2019～'20 年度
のガバナー補佐の顔合わせを行いました。その時に
新井進会員にはお世話になりました。
その折、皆さんで小林ガバナーのために一丸となる
と誓いをたてて頂きました。これは本当に責任があ
ると同時に、本日大熊ガバナー補佐が市長表敬訪問
後に、私ども香取神社に来て頂いて、一年間のご奉
仕ということでお参りなさいました。私もその場に
いて、これはますます大変だなと感じました。どう
ぞ皆様にこれからいろいろな面でお世話になると思
います。また何かお話ししたいことあればどんどん
私の方へ来て頂いて、お話をして下さい。昨日、浦
和で公共イメージ増強部門委員会ありました。越谷
ロータリーからは 3 人いらっしゃいました。江原会
員、森田会員、中島会員の懇親会での盛り上りにび
っくりしました。 どうぞ皆様よろしくお願いいた
します。
◎第８グループガバナー補佐
越谷南ロータリ

大熊 進様

ークラブ選出、今
年度ガバナー補佐
の大熊進と申しま
す。越谷ロータリ
ーは、本日でまだ
3 回目の訪問とな
ります。もっと訪
問しようと思っていますが、なかなか来られないの
が現状です。100 名近くいるクラブですから今日初め
て会った方もいると思います。そして今年度第８グ
ループのガバナー補佐ということでスタートいたし
ました。越谷ロータリーは平田会長と若海幹事のも
とで、一緒にこの一年間奉仕活動をしてまいります。
会長、幹事になれば、色々なことがあると思いま
すが、平田会長、若海幹事の今までのお付き合いを
見ていますと大丈夫。素晴らしい会長、幹事になる
と確信しております。どうぞ会員の皆様方も二人の
活躍をバックアップして頂き、素晴らしい一年間に
なるように、私からもお願い申し上げる次第でござ
います。私も頑張ります。そしてこの第 8 グループ
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皆様 早くから来られ会場設営誠にありがとうござ
います。永島委員長を中心に一年間宜しくお願い申
し上げます。/平田徳久会長
＊①小林ガバナーエレクト、大熊ガバナー補佐、水
町 G 補佐幹事 暑い中ようこそ越谷 RC へお越し下さ
りありがとうございます。②リンちゃん楽しい思い
出を沢山作れた事でしょう。またお会いできる事を
楽しみにしています。/若海宗承幹事
＊誕生祝いありがとうございます。
「傘寿」の年齢に
なりました。/小林秀男
＊①地区ガバナーエレクト小林さん、第 8 グループ
ガバナー補佐 大熊さん、G 補佐幹事 水町さんようこ
そ越谷 RC へ。②リンさん 7 月 15 日帰国ですね。一
年間の留学生活で良い思い出ができたと思います。
帰国後も元気で頑張って下さい。/井橋吉一
＊①小林ガバナーエレクト、大熊ガバナー補佐、水
町 G 補佐幹事一年間頑張って下さい。本日はご苦労
様です。②青少年交換留学生「ビョンギョンリンさ
ん」一年間ご苦労様でした。越谷は良かったですか？
/中島美三郎
＊①小林 操ガバナーエレクト、大熊進第 8G ガバナ
ー補佐、水町俊介同補佐幹事ようこそ越谷 RC へ。②
誕生祝いありがとうございます。③第 25 回越谷花火
大会開催にあたり本年も会員諸兄にはご協賛を賜り
ありがとうございます。新規受付も承りますので例
会後お持ち寄り下さい。/新井 進
＊①地区ガバナーエレクト 小林様、ガバナー補佐
大熊様、G 補佐幹事 水町様ようこそ越谷 RC へいらっ
しゃいました。②小林秀男パスト会長お久しぶりに
お顔を見せて頂き、これからも私共にカツを入れに
きて下さい。/山田二三夫
＊①小林ガバナーエレクト、大熊ガバナー補佐、水
町 G 補佐幹事ようこそ越谷 RC へ。一年間お世話にな
ります。②リンちゃんアッと言う間の一年でしたね。
韓国に帰ったら韓国と日本の架け橋となって下さ
い！/須賀定吉
＊小林ガバナーエレクト、大熊ガバナー補佐、水町 G
補佐幹事ようこそ越谷 RC へ。お身体に気を付けて頑
張って下さい！/澤田裕二
＊ガバナーエレクト 小林様、ガバナー補佐 大熊様、
G 補佐幹事 水町様ようこそ越谷 RC へ。今後もご指導
宜しくお願いします。/坂巻邦夫
＊①ガバナーエレクト小林 操様、ガバナー補佐 大
熊 進様、G 補佐幹事 水町俊介様ようこそ越谷 RC へ。
一年間ご指導宜しくお願いします②理事･役員･委員
長の皆さん！皆さんの強いリーダーシップで楽し
い･出席したくなる「例会」を実現して下さい。③想
像を絶する西日本豪雨被害に心から哀傷の意を表し
ます。/森 仁三
＊誕生祝いありがとうございます。/中里静博

＊リンちゃん一年間とても早かったですね。越谷 RC
をいつまでも忘れないで下さい。/吉野寛治
＊誕生祝いありがとうございます。/澤石順一
＊平田会長年度 最初の出席です。申し訳ありません。
各委員長の方々お疲れ様です。/松田繁三
＊誕生祝いと結婚記念日の祝いありがとうございま
す。これからもロータリー活動頑張ります。/野見山
哲二
＊リンちゃん一年間良く頑張りましたね。また日本
に戻ってきて下さい。いつでもウェルカムです。/増
元 晃
＊私の親戚 小田あんじゅちゃんの件ではロータリ
ーラインに参加している皆様にご協力頂きまして本
当にありがとうございます。分からない方はライン
を見せてもらって下さい。木村家の進化論は半端な
いです。/木村淳一
＊結婚祝いありがとうございます。/大沢日出夫
＊①ガバナーエレクト小林さん、第 8 グループガバ
ナー補佐 大熊さん、G 補佐幹事 水町さんようこそお
越し下さいました。②誕生日のお祝いありがとうご
ざいます。/永島信之
＊平田年度「居着かぬよう」益々ご活躍下さい。所
用により先に失礼させて頂きます。/大野保司
＊今月ご結婚祝い・誕生祝いの皆様おめでとうござ
います。これからも仲良くまたご健康に留意されご
活躍下さい。/春山敏實
＊誕生祝いありがとうございます。/中村聡久
＊所用により失礼させて頂きます。/中嶋和興
＊平田会長･若海幹事一年間宜しくお願い致します。
/堀 貴宣
＊皆様一年間ご指導の程宜しくお願い致します。/千
阪弘敬
＊平田会長･若海幹事一年間宜しくお願いします。/
西村直樹
＊平田会長･若海幹事一年間宜しくお願いします。/
島田秀一
本日 38 件 67,000 円
累計 179,000 円
◆ 出席報告
本日出席率 69.14 ％ 前回修正出席率 74.72%
会員数 97 名 出席者数 65 名 出席免除者数 19 名
7 月の結婚・誕生祝の皆様

第 2788 回例会報告（例会日：2018 年 7 月 10 日）担当：坂田

敏信

