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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１２月１２日 第１９３７回例会  

 

点鐘 

ロータリーソング斉唱「手に手つないで」 

お客様      坂本 様 

 

会長挨拶                 小林光蔵会長 

 先週のガバナー公式訪問の件 

渡辺ガバナーより電話がありまし

た。 

2016～2017 年度ガバナーノミニ

―候補者の推薦書を越谷南ロータ

リークラブとしてだしますので 

宜しくお願い申し上げます。 

浅水尚伸さんをガバナーノミ二― 

候補の承認決議とさせていただきます。 

プロ野球のヤクルトスワローズのウラディミール・バレンテ

ィン選手が、王さんの持つ記録を 49 年ぶりとなる 1 シーズ

ン最多本塁打記録を更新しました。偉業達成の裏には、ある

改心があったといいます。去年までは怒られている時もキョ

ロキョロして話も聞かない。試合中のプレーについて説教を 

受けているとフライドチキンを食べていと、球団関係者は振

り返ります。しかし今年は監督やコーチの指導を受けるとき

に、しっかり目を見て話を聞くようになったと首脳陣も驚く

変身ぶりでした。もともと日本の野球に対応しようと努力 

していたバレンティン選手ですが、聞く態度が変わってから

は、さらに飛躍的に成績が向上しました。 

今年のシーズン終了時には 60 本塁打の大記録を達成しまし

た。話を聞く態度はそのまま仕事に取り組む姿勢につながり

ます。失敗したときや、注意を受けた時にこそ謙虚にうけと

めて、話を聞くことから、日々の仕事も向上していくのでは

ないでしようか 

幹事報告                 中島賴光幹事 

１． １月のプログラムが変更

に成っております。 

２． ＩＡ協議会及び韓国訪日

団の名簿が届いておりま

す。 

３． 第８Ｇ新年合同例会のス

ケジュール案が届いてお

ります。 

４． ＷＣＳ（インドネシア）の贈呈式に吉田会員が 10 日の

朝出発されました。 

５． クリスマス家族同伴夜間例会が今週末有ります。 

６． 次回の例会（19日）はクリスマス家族同伴夜間例会の変

更で休みです。 

７． 日台親善会議の募集は本日で締め切らせて頂きます。 

８． 12月 23日越谷南高等学校吹奏楽の演奏が有りますので

ご希望の方は幹事まで。本日締めきりとさせていただき

ます。 

９． 地区より比国台風３０号の復興支援として預かりまし

た 300万円を、国際ロータリー3860地区へ 11月 18日に

送金しました。と報告が有りました。引き続き復興支援

金の募集致します。と再度募金のお願いしたいとのこと

です。 

１０． 地区よりロータリーカードの入会案内が届いてお

ります。 

１１． 腎・アイバンクより会報が届いております。 

１２． 越谷中ロータリークラブより国際食文化交流会の

案内が届いております。平成26年 1月 26日（日）１０

～おおたけ保育園講堂です。行かれる方は幹事まで 

１３． 大宮西ロータリークラブより創立 50周年記念誌が

届いております。事務局に保管しています。 

１４． 地区より年末12月 28日（土）より年始1月5日ま

で休業します。当クラブも同じです 

１５． オリエントコーポレーションよりポリオ撲滅カー

ド入会の案内が来ています。ご希望の方は事務局まで。 

１６． 宮古東ＲＣの幹事畠山正克様より先日のチャリテ

ィーゴルフのお礼が来ております。越谷南ロータリーク

ラブの皆様にはくれぐれも宜しくとの事です。 

 

○３分間スピーチ 

・ロータリー情報委員会          岩渕会員 

皆さん今日は、小林会長年度になって半期も終わろうとする

今日、やっとロータリークラブ

情報委員として、2 回目の責任

を果たせる事に成ります。 

2013 年ＲＩの採択制提案の決

定報告書13－126の話です 

人頭分担金を増額する件 17 条

財務事項の会費についてです。 

各クラブは、そのクラブの会員のおのおのにつき、次のよう

にＲＩに人頭分担金を支払うものとする。 

各クラブは半年ごとに2013ー2014米貨26ドル50セント 



2014－2015米貨27ドル 2015－2016米貨27ドル50セン

ト 

2013－2014年度に最低米貨265ドル 

2014－2015年度に最低米貨270ドル 

2015－2016年度に最低米貨275ドル 

2016－2017年度以降に最低米貨280ドルをＲＩに支払うと 

する。人頭分担金は、規定審議会によって改正されるまで変

更されないものとする。と言うように年度ごとに引き上げら

れることが 2013 年のＲＩの採択制定案の決定報告がされて

います。 

今日は、私がしている警察ボランティアの話をさせていただ

きます。内容は青少年育成に関わることです 

少年指導委員とは風俗営業等の規則及川業務の適正化に関す

る法律（昭和 23 年法律第 1 号）等に定め且、埼玉県公安委

員会から委嘱される特別職の非常勤地方公務員です 

1 委嘱要件 次の要件に各当する民間有志の方の中から 

埼玉県公安委員会が委嘱します。すなわち 

○人格及び行動について、社会的信望を有する事 

○職務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有する事 

○生活が安定している事 

○健康で活動力を有する事 

の4要件です。越谷地区の活動地域は越谷警察署管内で定数

は23人です。 

2 任期 少年指導委員の任期は 2 年です。ただし再任は妨

げません。任期途中に少年指導委員が欠けた場合は、後任の

少年指導委員は、前任の残任期間が任期となります。 

3 職務 

① 少年補導 

② 風俗営業所等を営む者又はその代理人等にたいする助言

等 

③ 被害少年に対する助言等 

④ 少年の健全育成の為の地方公共団体等への協力 

⑤ 少年相談 

⑥ 少年の健全育成の為の広報・啓発 

⑦ 風俗営所等への立ち入り 

私は、来年の3月末で退任しますが青少年の健全育成の為に、

後任者を探しています。宜しくお願い致します。 

 

 

 

○お客様挨拶           坂本さん挨拶 

会員質問東大へ一発合格でき

た秘訣は？  

 

試験で他の人に負けるのがき

らいなので根をつめて勉強し

ました。 

 

将来の夢は？ 

裁判官です。 

 

  

 

 

 ○クラブ総会  

 

 次年度理事・役員発表及び承認  

 

役員 

会長      染谷 宗一 

副会長     岩淵 秀一 

会長エレクト  中島 賴光 

幹事      新井 信宏 

副幹事     遠山 浩人 

会計      木佐 謙一 

直前会長    小林 光蔵 

 

     理事 

クラブ運営常任委員長      岩淵 秀一 

奉仕プロジェクト常任委員長   中島 賴光 

プログラム委員長        二川 雅之 

ロータリー情報委員長      浅水 尚伸 

親睦委員長           久木野 光弘 

職業奉仕委員長         野呂田 昭仁 

国際奉仕委員長         濱野 高成 

社会奉仕委員長         中村 幸江 

新世代委員長                    本田 栄一 

財団常任委員長         神谷 治善 

会員増強維持促進委員長     石田 国勝 

戦略計画委員長         吉田 豊治 

 

 

○クラブ協議会  

 

 ・クラブ運営委員長 深井会員 

ガバナー公式訪問の時ガバナーから委員会を何回開きま

したかと強く言われました。新会員を入会させるには、お金

がかかります、出来るだけお金がかからない方法で会員増強

お願い致します。 

・出席委員会     加藤委員長 

ガバナーに指摘されたように年に 4～5 回委員会を行い出

席率向上に向けて行きたいです。 

・プログラム委員会  清村委員長 

渡辺ガバナーより委員会の回数が少ないとお叱りを受け

ました。今後改善します。 

・会報委員長     中尾福委員長 

委員長に従いきちんと記録していきたいと思います。 

・親睦委員会     野呂田委員長 

クリスマス家族同伴夜間例会等ご協力お願い致します。 

・ＲＣ情報委員会   池田委員長 

月 1回、3分間スピーチを行います。上半期フレッシュ会

員勉強会を行いました。下期1回炉辺会合をします。 

 

・会員増強維持促進選考委員会   岡田委員長 

ガバナー公式訪問時に1名入会を目標にしてきたのですが 

残念なことに達成できませんでした。下半期2名純増目指

します。 

 



スマイル報告 

南クラブの皆様に宜しくとの事です・宮古東ＲＣ畠山正克様 

前回はガバナー公式訪問お陰様でうまくいきましたありがと

うございました・・・小林会長 

先週のガバナー公式訪問お疲れさまでした・・中島幹事 

坂本様ようこそお越し下さいました・・小林会長・小林（武）

奥野、佐藤、本田、石川、二川、石野、池田（節） 

坂本様ようこそいらっしゃいました。クリスマス例会楽しみ

です・・・・・・加藤 

本日は修習生の坂本さんを連れてきました。将来は、裁判官

になる優秀な人材です。・・・・浅水 

坂本さん人生あまりスムーズではよくないよ・・・石田 

誕生祝いありがとうございました・・・池田（玄） 

師走の体調管理に気を付けて下さい・・小山 

クラブ協議会発表ご苦労様です・・岩渕、瀬尾、 

各委員長上半期ご苦労様でした・・・清村 

母の葬儀に大勢の会員の皆様においで頂きありがとうござい

ました・・・池田（玄） 

クリスマス例会楽しんで下さい・・・野呂田 

次年度理事・役員の皆様宜しくお願い致します・・染谷 

ガバナー公式訪問にて皆様お疲れさまでした・・飯泉 

しばらくぶりです。長く休んですみません・・仁多見 

昨日は浅水さんとツーリングしました・・深井 

本日、早退すいません・・・水町、神谷 

 

出席報告 

例 会 日 平成２５年１２月１２日 

会 員 数    ５５名 出席   ３２名 

出席免除者     ７名 欠席 １９名 

出 席 率    63.4％ 前々回 MU    ３ 名 

M U 修正率    63.46％ 会報担当：石川 

 

――――― 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 


