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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
◆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
◆ 会長挨拶
平田徳久会長
皆さんこんにちは。先週は会場を沼津の公益財団法
人「米山梅吉記念館」に移しての移動例会でしたので、
この会場は 2 週間振りになります。年度プログラムを
検討時に中島米山記念奨学委員長より「日本における
ロータリーの祖である米山梅吉記念館を訪問し、米山
梅吉翁の生い立ちや人となりを学び、そして米山記念
奨学事業の使命･趣旨を理解しよう。
」と移動例会の発
案がありました。正に「Be The Inspiration」、思い
切った企画立案でありましたが、本当に行って良かっ
た。素晴らしい気付きと刺激で、ロータリー活動の素
晴らしさと誇りを再確認できました。今回は 27 名の
参加でしたが、ご参加出来なかった皆さんにも是非機
会を作り一度訪問される事をお勧めします。改めて中
島委員長には感謝御礼申し上げます。そして澤田プロ
グラム委員長にも感謝御礼申し上げます。
さて、この 2 週間我が越谷クラブでは色々な動きが
ございました。先ず、8 月 21 日(火)にはベルギーよ
りロマン君が元気に来日致しました。迎えには鮫島夫
人、深野さん･山田さんの両青少年奉仕副委員長、坂
巻会長エレクト、若海幹事、そして私の 6 人で行って
きました。9 時過ぎと少々遅くなりましたが、越谷に
戻っての夕飯には鮫島委員長、そしてフランス語に堪
能な中川訓会員にも加わって頂き 9 人で楽しいひと
時を過ごしました。ロマン君には後程スピーチを頂き
たいと思います。次に 23 日(木)には、越谷クラブの
一大イベントでもあります夫人部会が、36 名の参加
のもと、綱町三井倶楽部での会食と館内視察、そして
新橋演舞場での新作歌舞伎「ＮＡＲＵＴＯ」鑑賞と言
うかたちで行われました。参加されたご夫人方の評判
もすこぶる良く、来年も是非参加したいとの声もあり
大成功だったと思います。瀧田委員長を始め親睦活動
委員会の皆さんには心から御礼申し上げます。早、平
田年度も 3 ヵ月目に入りましたが、この調子で充実し
たプログラム運営が出来ればと思っています。
各委員会の「Be The Inspiration」と「日に新た」
を期待しています。
本日も盛り沢山でありますので、以上をもちまして
会長挨拶とさせて頂きます。ありがとうございました。

◆ 幹事報告
若海宗承幹事
1、本日例会終了後に 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、7 日(金)に ロータリーリーダーシップ研究会
(RLI) パートⅠが大宮ソニックシティにて午前 9 時
30 分より開催されます。木村淳一会員･中島雅樹会
員･小暮直正会員が出席します。
3、先週 28 日の移動例会開催の際に米山梅吉記念館よ
りバナーを頂戴しました。
4、ロータリーの友･ガバナー月信等と前年度ガバナー
月信最終号を BOX にお入れしましたのでご確認下さ
い。

まだまだ頑張ります！
◆ 委員会報告
◎ 職業奉仕委員会
岡田直己委員長
職業奉仕部門セミナーが 10 月 4 日(木)にパレスホ
テル大宮にて午後 5 時より開催されます。タイトルは
「夢は語るもの」。講師は神田正氏。講師は日高屋ラ
ーメンの創始者として有名な方です。セミナーへの参
加希望者は事務局までお願いします。是非ご参加下さ
い。
◎ 親睦活動委員会
近藤正成副委員長
夫人部会にご参加頂いた皆様ありがとうございま
した。また 10 月 25 日(木)は親睦ゴルフコンペをフレ
ンドシップ CC で開催予定です。本日事務局よりご案
内致しますので、奮ってご参加下さい。
◎ 社会奉仕委員会
小暮直正委員長
第 44 回越谷市民まつり開催に向けて、委員会を 9
月 26 日(水)の 18 時半より
「若松」
にて開催致します。
出欠の返信がまだの方は宜しくお願いします。
◎ 雑誌広報委員会
山田託也委員
ロータリーの友の P.56 に、杉戸 RC と台湾との姉妹
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クラブ締結の記事があります。P.18 に、
「ロータリー
の雑誌の仲間たち」との事で世界各国の仲間の写真が
あります。ベルギーも出ていますのでご一読下さい。
◎ ﾛｰﾀﾘｰ財団委員会
豊田高行委員長
今回は、吉野寛治会員より＄1000 鈴木幹夫会員よ
り普通に頂きました。ありがとうございました。
◆ 誕生・結婚祝
親睦活動委員会
誕生祝：桃木俊郎、丹田益生、相良哲郎、吉野寛治、
今井陽子、鮫島弘武、稲村敏伸、岡田直己、大塚洋幸
結婚祝：澤田裕二、川口一海、澤幡智史、大塚洋幸

ドホッケーが得意です。運動系のクラブがあったら紹
介して下さい。9 月 13 日(木)にウェルカムパーティ
ーをやりますので、ご参加のほど宜しくお願いします。
◆ 「地区公共イメージ部門について」
地区公共イメージ部門委員長 江原武男パスト会長
本年度、地区の公共
イメージ部門委員長
に指名されました江
原です。越谷 RC から
委員に森田隆会員･中
島雅樹会員に協力を
お願いし力強く積極
的に委員会活動をし
て頂いております。公
共イメージ部門では、中川ガバナーの提唱する「すべ
てはクラブ活性化のために」実り豊かな奉仕を目指し
てーの地区運営方針に基づき、効果的に、公共イメー
ジの向上を図って活動しているところです。公共イメ
ージと認知度の向上とは、一般の方々にロータリーを
知って頂き、良いイメージを持って頂く事にあると思
います。ロータリアンが地域社会、国際社会に日頃か
らネットワークを広げ、色々な方とのコミュニケーシ
◆ 米山記念奨学感謝状等授与
平田徳久会長
ョンを通じて地域社会、国際社会のニーズに対応する
米山功労者メジャードナー22 回 「坂巻幸次会員」
事が大事であると考えます。ロータリーに良いイメー
〃
〃
20 回 「井橋吉一会員」
ジを持って頂くためには、お金の奉仕だけではなく行
〃
〃
19 回「中島美三郎会員」
動する事が必要です。ロータリアンでない人は、身近
〃
〃
12 回 「森 仁三会員」
にいるその人の知っているロータリアンによってロ
〃
〃
11 回 「桃木俊郎会員」
ータリーをイメージしているところが多いのではな
〃
マルチプル 7 回
いでしょうか。ロータリアンがしている仕事、職業奉
「山田二三夫会員･須賀定吉会員」 仕、あるいは地域においてのボランティア活動などを
〃
〃
6 回 「蓮見典史会員」
通して、一目置かれる存在になれているか、あるいは
〃
〃
4回
適当にやっているかによって、その人の良いイメージ
「鈴木幹夫会員･吉野寛治会員」 か、そうでないかが判別されているものと思います。
〃
〃
2回
ロータリアンは自然に職業奉仕を心掛け、責任を持っ
「外崎博之会員･鈴木功会員･若海宗承会員･瀧田貴夫会員」 た行動を心掛けたいものです。ロータリーは良く親睦
米山功労クラブ
48 回「越谷ロータリークラブ」
と奉仕と言われますが、最近は親睦も大事だけれど、
◎ 表彰者代表として
坂巻幸次パストガバナー 奉仕プログラムに参加する事も大事だという事が国
皆さんこんにちは。只今 22 回目のドナー表彰を頂 際ロータリーの考え方となっているようです。113 年
きました。大変ありがとうございます。
続くロータリーの歴史においてアメリカ、日本などの
古いメンバーゆえに回数も多くなるのですけど、皆 先進諸国のロータリアンが減少しておりロータリー
様も先輩を見習って今後とも米山の発展のために寄 の公共イメージが低下している事が要因と考えられ、
付をお願いします。一言ですが感謝申し上げます。あ 公共イメージを盛り上げ会員増強に繋げる事が狙い
りがとうございました。
の一つになっております。全員参加の奉仕プログラム
◆ 挨拶 18~19 年度青少年交換留学生 ボス･ロマン君 をいかに作って、いかに全員に参加して頂くかが大事
皆さん、私はロマンです。ベルギーから来ました。 です。我々ロータリアンが地域のニーズ、世界のニー
17 歳です。日本に来られて嬉しいです。ベルギーに ズをいかに把握し、いかに活動し、いかに認知度を上
ついて聞きたい事があれば私に聞いて下さい。一年間 げるかによって、ロータリーのイメージアップに繋が
頑張りますので宜しくお願いします。
っていくものと思います。公共イメージ部門は、皆様
◎ 鮫島青少年奉仕委員長より
方の日々の活動、行動によって地域の方々に良い評価
ロマン君はスポーツが趣味で、サッカーとフィール を頂く事が使命です。是非、日々の活動を通して地域、
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世界に貢献しイメージアップを図り仲間を増やし魅 りました。②米山梅吉記念館での移動例会ではお世話
力あるロータリー活動で自分自身のスキルアップを になりました。素晴らしい思い出ができました。③日
図りたいものです。本日は、国際ロータリー第 2770 曜日から 3 日間 熊本へ行って本田パストガバナーの
地区のホームページを見て頂きながらＨＰも有効活 お墓参りをしてきました。同行の皆様お世話になりま
用をして頂きロータリーの情報源として頂きたいと した。/須賀定吉
思います。最初に、毎月、月間テーマに合わせて中川 ＊誕生祝いありがとうございます。/桃木俊郎
ガバナーのメッセージビデオがありますので見て頂 ＊ボス･ロマン君いらっしゃい。日本で十分楽しんで
きます。続いて、2019 年ハンブルグ国際大会のイメ 良い経験を積んで下さい。/江原武男
ージビデオを見て頂きます。続いて地区の多くの情報 ＊①結婚祝いありがとうございます。お陰様で仲良く
を簡単に説明させて頂きました。ＲＩ2770 地区につ 過ごしております。②今朝 熊本より帰ってきました。
いて、部門、委員会の方針、行事予定、寄付額集計案 台風で飛行機が心配でしたがあまり揺れずに快適な
内、資料のダウンロード、ガバナー月信等、また、マ フライトでした。/澤田裕二
イロータリーにもログイン出来ますのでマイロータ ＊ボス･ロマン君ようこそ。越谷 RC の様子はいかがで
リーに登録してない会員さんは是非登録をお願い致 すか？一年間宜しく！/坂巻邦夫
します。最後にポリオ撲滅カウントダウンチャリティ ＊①江原さん非常に大事なものであり、かつ難しい
コンサートが彩の国さいたま芸術劇場音楽ホールに 「公共イメージ」をテーマにしたお話わかり易く聞か
て 11 月 29 日 18 時開場にて開催されますので多くの せて頂きました。ありがとうございました。②先日の
皆様のご理解ご協力をお願い致します。すべては、ク 米山梅吉記念館での移動例会では参加者の皆様に大
ラブ活性化のために。ありがとうございました。
変お世話になりました。/森 仁三
◆ 活動資金等授与
平田徳久会長
＊結婚祝いありがとうございます。/川口一海
「交換留学生 ロマン君並びにホストファミリー」
＊①誕生祝いありがとうございます。②ベルギーから
◆ ビジター･ゲスト紹介
来たロマン君を宜しくお願いします。/鮫島弘武
交換留学生 ロマン君
＊誕生祝いありがとうございます。/吉野寛治
◆ スマイル報告(敬称略)
＊もう~事務局が言わないから報告しはぐったじゃな
＊①江原地区公共イメージ部門委員長 本日はプログ いの！吉野会員から昨日振込にて普通の 5 倍を R 財団
ラムがタイトの中 卓話ありがとうございました。② にご寄付頂きました。大変ありがとうございました。
青少年交換留学生ボス･ロマン君ようこそ日本へ。一 /豊田高行
年間日本の生活を大いにエンジョイして下さい。③坂 ＊Mr ボス･ロマン、ビアンヴェニュー ア ジャポン
巻パストガバナー始め米山功労者の皆様 貴重なご寄 （ようこそ日本へ）
。/松田繁三
付ありがとうございました。/平田徳久会長
＊ロマン君ようこそ日本へ。これからの一年素晴らし
＊①江原地区公共イメージ部門委員長 本日は卓話あ い思い出を沢山作って下さい。期待しております。/
りがとうございました。昨日 熊本城東 RC で事前練習 増元 晃
をしただけある素晴らしい卓話でした。②先日の移動 ＊本日 8 月の誕生祝い頂きました。ありがとうござい
例会に参加された皆様大変お疲れ様でした。また中島 ます。今月は頑張って出席します。/飯塚忠幸
委員長ありがとうございました。③瀧田委員長始め親 ＊誕生祝いありがとうございます。/岡田直己
睦活動委員会の皆様 夫人部会お疲れ様でした。/若海 ＊お誕生日のお祝いありがとうございます。/今井陽
宗承幹事
子
＊米山記念奨学会より感謝状を頂きありがとうござ ＊①夫人部会が 8 月 23 日に無事終了しました。参加
います。米山梅吉記念館での移動例会は欠席しました。 頂きました皆様ありがとうございました。②米山梅吉
/坂巻幸次
記念館での移動例会、私は日帰り参加でしたが楽しく
＊①交換留学生ボス･ロマン君ようこそ越谷 RC へ。一 参加させて頂きました。/瀧田貴夫
年間宜しくお願いします。②米山梅吉記念館での移動 ＊移動例会ではお世話になりました。中島パスト会長
例会ではお世話になりました。/井橋吉一
宴会では吸盤を強く付けすぎてしまい申し訳ありま
＊先日は移動例会 大変お疲れ様でした。また多くの せん。/江藤真吾
皆様にご厚志頂き感謝申し上げます。/中島美三郎
＊①ボス･ロマン君ベルギーから越谷へようこそ。越
＊先週の米山梅吉記念館での移動例会 初めての訪問 谷は今年 市制 60 周年で様々なイベントがあります。
でしたが大変良かったです。想い出になりました。皆 是非楽しんで行って下さい。②先日の夫人部会では水
様ありがとうございました。/山田二三夫
野先輩のご配慮で図らずも「NARUTO」を観劇する事が
＊①江原地区公共イメージ部門委員長 卓話ありがと でき感激しています。誠にありがとうございました。
うございました。2 日続けての卓話が聞けて勉強にな /大野保司
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＊結婚祝いありがとうございます。/澤幡智史
＊結婚記念日と誕生日のお祝いありがとうございま
す。/大塚洋幸
＊先週の移動例会ではお世話になりました。色々と勉
強させて頂きました。ありがとうございました。/牛
久祐一
本日 39 件 66,000 円
累計 487,500 円
◆ 出席報告
本日出席率 61.11 ％ 会員数 98 名
出席者数
55 名 出席免除者数 19 名

米山功労者表彰の皆様

青少年交換留学生：ボス・ロマン君（ベルギー）

千阪弘敬ソングリーダー

岡田直己職業奉仕委員長

山田託也青少年副委員長

近藤正成親睦副委員長

豊田高行 R 財団委員長

小暮直正社会奉仕委員長

澤幡智史出席副委員長
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