
国際ロータリー第２７７０地区 ２０１３～２０１４年度 

会長 小林 光蔵  幹事 中島 賴光  会長エレクト 染谷 宗一 

ＲＩ会長テーマ  「ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を」 

クラブ会長テーマ 「ロータリーは常にあなたをみがく」 

 平成２５年９月５日 第１９２３回例会  

 

点鐘 

国歌・ロータリーソング斉唱「奉仕の理想」 

四つのテスト 

誕生祝い  赤松則宏会員 

結婚祝い  池田玄一会員 岡田信昭会員 水町俊介会員 

      小林武弘会員 仁田見廣和会員 岸田正巳会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長挨拶                 小林光蔵会長 

 クラブの焼肉 納涼大会

及びコーリー君のウエルカ

ムパーティーが親睦委員会

さんの準備で行われ、慣れ

た手つきで恐れ入りました。 

 また場所を提供してくれ

た深井さんにも感謝申し上

げます。南高校の生徒さん

も３人が仲間に入って頂き、コミュニケーションがとれたの

ではないかと思いました。 

 サッカー大会は、２日間に渡り良い天気のもと熱戦が続き

素晴らしい試合ばかりでした。中学生のレベルも相当上がっ

てきたなと感じました。 

団体競技、特にサッカーは一つのミス失敗をいかにして全

員で補えるかで勝敗が分かれてしまいます。優勝した西中学

校はバランスのとれた素晴らしいチームでした。 

又、今回より西中学校のブラスバンド５５人の生演奏、こ

れ又良かったですよね！ 

佐藤新世代委員長を中心として委員会の皆様方、そして野

呂田会員に対し、この大会を大成功にして下さった事に感謝

申し上げます。 

前回の会長幹事会におきまして次年度ガバナー補佐選出

の話が当クラブに有りました。私としてはパスト会長会議を

開催するに当たり、我こそはと思うパスト会長さん９月１０

日までに候補者として私の方までお知らせ下さい。 

大正１２年９月１日に発生した関東大震災にちなみ（防災

の日）と定められています。 

 立春から数えて２１０日前後にあたり台風の襲来が多い特

異日ともされています。農家にとっては稲が稔大事なこの時

期、農作物が台風の被害に合わないようにと心を砕きます。 

 日本各地で嵐を鎮めるための儀式が執り行われ、富士市八

尾町の（おわら風の盆）に代表されるような（風祭り）が行

われてきました。昔の人は台風などの暴風を（野分）と呼ん

でいました。野の草を分けて吹くような強い風のことです。 

 『大いなる ものが過ぎ行く 野分かな』（高浜虚子） 

大自然の猛威を前にすると、私たち人間の存在がいかに小さ

なものであるかを実感します。私たち祖先は大自然に（大い

なるもの）を感じ畏れ敬いました。 

 豊かな恵みをもたらす美しい自然を愛すると共に、そのお

おいなる力の前では謙虚な姿勢を忘れないようにしたいもの

ですね。以上 会長挨拶でした。 

 

幹事報告                 中島頼光幹事 

１ ９月・１０月のプログラム

が承認 

２ ９月ロータリーレート１０

０円 

３ 越谷青年会議所より４０周

年記念出席のお礼が来ておりま

す。 

４ 宮古東ＲＣより宮古商業高校のヨット部が全国総合体育

大会（ＩＨ）の近々報告が来ております。 

５ 地区より「ﾎﾟﾘｵ募金横断幕」及び「のぼり旗」の貸出に

ついての案内が来ております。Ｒ財団に付託致します。 

６ 地区より地区補助金振込済の連絡がきております。 

委員会報告 

◇交換留学生カウンセラー          深井委員     

留学生コーリーヤン君は学校へ明るく楽しく通学しているよ

うです。派遣学生の田中南さんですが、ホストファミリーに

お世話になって、楽しく過ごしているようです。 

 

◇新世代委員会               佐藤委員 

８/２６「越谷南ロータリーカップ」当日ご協力ありがとうご

ざいます。来年は皆様参加して下さい。 

 

 

 



行事（部門セミナー報告） 

管理運営部門                深井委員 

岩淵ＰＧ 

会長挨拶は 

1/3 はロータリーのことを

話す。1/3 は職業のこと。

1/3は時事について。 

ロータリーに関する情報 

 ガバナー月信から得る。 

 R1のホームページから得る。最近は電子化される。 

 ロータリー文庫から（意外と面白いことが書かれている）。 

Ｒ１会長賞 

 R1会長賞にチャレンジして下さい。クラブの活性化に繋が    

 る。海外クラブとの交流、協力体制をとる。グローバル補

助金を使っての合同事業をする。 

田中直前ＰＧ 

 ・クラブを元気にする。 

 ・会員一人一人に呼びかける。 

 ・無事にロータリーを卒業する事。それまでには財団寄付

は 1000＄は達成しておく。 

 ・自分のクラブに何が必要であるか常に考える。 

大塚ＰＧ 

 ・RLIに会長エレクトは是非参加してほしい。 

 ・9/16にパート１を開催。 

クラブ活性化委員会(須賀委員長) 

・イギリスよりの救援物資として、セルターボックスが送

られてきた。これは一家族が６ヵ月暮らせる。 

 ・出生率をよくする（90パーセント以上） 

 ・95％以上のクラブ紹介。 

鴻巣ＲＣ（会長） 

 ・40周年記念事業とガバナー補佐のお陰である。 

・例会案内状を出している。そのデザインをアレンジする。 

 ・会員の紹介をする。 

 

八潮ＲＣ（金杉氏） 

 ・３クラブ合併に、クラブ合併達成の後であった。 

 ・会長が直接、欠席会員に連絡をとる。 

 

ロータリー情報委員長           池田委員 

基調講演については、先週小

林会長がお話になりました。

今回のセミナーは、出席率の

向上とＲＬＩ（ロータリー・

リーダーシップ研究会）への

参加をテーマに開催されまし

た。出席率の向上は深井管理

運営委員長にお任せしますので、ＲＬＩへの参加についてお

話致します。ＲＬＩは今年もパートⅠ、Ⅱ、Ⅲと３日に分か

れて実施します。ＲＬＩの参加者は、クラブ会長が指名する

ことになっています。会長は、クラブ内で将来の指導者とし

て期待されているロータリアンを個別に推薦し、必要な経費

はクラブで負担して参加させるのが望ましいとされています。

特に入会５年未満の会員には全員参加を勧めて下さい。との

こと。「会長エレクト」でまだ参加していない皆様は、会長と

してリーダーシップを発揮されるよう期待されておりますの

で是非参加して下さい。ＲＬＩの研修は、「セッション方式」

で行われ、参加者（１０～１５名）がディスカッション・リ

ーダーの質問に対し、考えながらお互いに意見を述べる。と

いう進行となります。パートⅠの分科会の科目の例としては、

１、ロータリーに於けるリーダーシップ ２、クラブを超え

たロータリー ３、会員組織と会員維持（その１基礎編） ４、

ロータリー財団（その１基礎編） ５、米山記念奨学事業 ６、

ロータリーの効果的な奉仕プロジェクト 等です。その他に

卒業コースもあり、パートⅠ、Ⅱ、Ⅲの修了者には、修了証

書・認定バッチが送られ、クラブや地区のリーダーとして、

活躍が期待されています。 

他に、３年に１度の規定審議会がシカゴで開催され、各種立

法案が審議決定されたことが抜粋で紹介されました。この件

については、クラブの３分間情報で取り上げていますので、

割愛させて頂きます。「卓話者バンク登録」制度があり、クラ

ブで活用してほしい旨説明がありました。最後に、「シドニー

の国際大会に登録して下さい」という内容で終了したと思い

ます。 

 

リスボン国際大会の報告 

富士登山報告               吉田委員 

 富士山が６月に世界文化

遺産に登録されました。国

内では１３件目の文化遺産

の登録です。 

 「富士山」は、山頂の信

仰遺跡群や登山道富士山本

宮浅間大社、富士五湖、忍

野八海などで構成、古来日本人の重要な信仰対象でありつづ

けてきたことに加え、江戸時代後期の浮世絵師葛飾北斎らの

作品の題材になって、海外にも影響を与えた芸術の源泉とし

ての価値が評価された。そのような中での富士登山でありま

した。 

 米山関係８名、ローターアクト２名、青少年交換関係２名、

ロータリアン７名、そしてその家族６名、計２５名でありま

した。 

 7：30頃南越谷を出発。予定では11：00頃五合目に到着で

したが、中央道が事故のため4時間の通行止めにあい、五合

目に着いたのは 17時を過ぎており、食事をして、出発は 18

時を過ぎておりました。 八合目の太子館に着いたのは 22

時頃でした。 

 仮眠をして、12：30頃頂上に向かって出発。それほど混ん

でなく 4：00頃山頂の神社に到着。幸いにも御来光を見る事

もでき、1時間の休憩の後、下山し11：00頃五合目に到着し

ました。残念ながら高山病で６名の方が本八合目にて下山し

ました。 

 下山したら皆元気になり、温泉につかり、食事をし、全員

無事に越谷に帰りました。 

 

 

 

 

 



スマイル報告 

今月は市民祭りです。協力よろしく。パスト会長の皆様、ガ

バナー補佐へいかがですか・・・・・・・・・・小林会長 

管理運営部門セミナー参加の皆様御苦労様でした。ありがと

うございました・・・・・・・・・染谷、荒井、糸賀、藤田 

10月 5日職奉セミナー、ちょっと遠方ですが、ご参加お願い

します。話は絶対面白いとおもいます・・・・・・・浅水 

サッカー大会ご協力ありがとうございました。お疲れ様でし

た・・・・・・・・・・・・佐藤、石田、豊田、木佐、清村 

納涼大会にて久し振りに肉を食べました。美味しかったで

す・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・吉田 

宮古商ヨット部が全国高校総体（インターハイ）準優勝致し

ました・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小林 

小林武弘さん、越谷ハートフルゴルフコンペにて奥様の貴代

美ちゃんの女子優勝おめでとうございました・・・・遠山 

豊田さん、向こうへ行かなくても例会参加お願いしま

す・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・石川 

コーリー君は元気で毎日を過ごしています・・・・・深井 

2日竜巻で大杉事務所、3日 4日片付け一応終わり、本日より

営業出来るようになりました・・・・・・・・・・・石塚 

災害が多い時季です。十分と注意して下さい・・・・中島 

竜巻の被害に合った方々にお見舞い申し上げま

す・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・飯泉、神谷 

このところおかしな天気が続きますね・・・・・・・・斎藤 

誕生月です・・・・・・・・・・・・・・・・・・・赤松 

赤松さん誕生おめでとう・・・・・・・・・・・・・中島 

結婚祝い、ありがとうございました・・・・・・・・・岡田、

池田、小林、水町 

ご結婚月、お誕生月の皆様おめでとうございます・・・・加

藤、仁多見、丸山、石野、佐藤 

今月は出席当番です。宜しくお願いします・・・・・池田 

今月も皆さん、よろしくお願いします・・・・・・・久木野 

大雨、本日昼にやみ、ほっとしました・・・・・・・中尾 

本日早退します・・・・・・・・・・・・・・・・・赤松 

 

出席報告 

例 会 日 平成２５年９月５日 

会 員 数    ５３名 出席   ３５名 

出席免除者     ７名 欠席     名 

出 席 率  ６８．６％ 前々回 MU   名 

M U 修正率   ％ 会報担当：荒井 

 

――――― クラブプロフィール ――――― 

☆姉 妹 ク ラ ブ  国際ロータリー第3460地区 

         台中南区扶輪社（中華民国台中市） 

☆例 会 日  毎週木曜日（PM0：30～1：30） 

☆例会場・事務局 〒343-0842 

         越谷市蒲生旭町10-14中野ビル 2階 

         TEL 048－987-5761 

         FAX 048－987-5762 

             E-mail info@koshigayasouth-rc.jp 

 

富士登山 

 

 

元米山奨学生田敏さん（名カメラマン） 

 

 

2011-12青少年交換生前澤愛理沙さんと 

従兄のレアンドロさん 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

神谷会員の社員川田様(左)と三女の旦那様の森田様 

 

 

黄会員のお兄様の御子息とお姉様の御子息 

 

 

吉田様 お疲れ様です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

インターハイ セーリング女子Ｆ級デュエット 

宮古商業高校 女子準優勝！！おめでとうございます。 

 


