
            国際ロータリー第２７７０地区 ２０１４～２０１５年度 

 
     会長 染谷 宗一  幹事 荒井 信宏  会長エレクト 中島 頼光 

ＲＩ会長 テー マ『ロータリーに輝きを』 

地区テーマ   『ロータリーはひとづくりそして奉仕』 

クラブ会長テーマ『ロータリーであなたの素晴らしい魅力を出そう』 

平成２６年１２月２５日 第１９８８回例会 

 

【点鐘】 

【国歌・ロータリーソング斉唱】（それでこそロータリー♪） 

【会長挨拶】染谷 宗一 会長 

皆様こんにち

は、先週のクリ

スマス夜間例会

ご出席の皆様大

変ありがとうご

ざいました。 

東京の中心の

日比谷プレス会

館・アラスカと

ても夜景が綺麗

で、雰囲気が良かったと思いますが、いかがでしたか、濱野

ガバナーを始めに、大勢のお客様がいらして頂き、そして、

長澤さんの入会式ができて華を添えて頂きました。 

そしていろいろな準備をして頂きました久木野親睦委員

長を初め、親睦委員会の皆様大変ご苦労様でした。 

今年の例会は、今日の例会で最後になります。皆様のご協

力で無事半年が過ぎました。大変有難うございました。 

本日、クラブ協議会がありますが、各委員長から色々なお

話が聞けると楽しみにしています。 

そして、今年の最後の行事は、もちつきが有ります。後で、

親睦委員長から説明の話があると思いますが、皆様をお待ち

しています。よろしくお願いいたします。 

 

【幹事報告】荒井 信宏 幹事 

1. 2015年1月のロータリーレートは、1ドル＝118円です。 

 

2. 越谷中ロータリークラブから、第12回国際食文化交流会

の案内が来ています。日程は平成27年 1月 25日（月）です。 

参加希望の方は申し出て下

さい。 

 

3. 平成26年12月26（金）、

越谷南高校吹奏楽部・第14

回ウインターコンサートが

開催されます。今年最後の

良い思い出になると思いま

すので、会員の皆様、奮っ

て参加してください。 

 

【委員会報告】 

・親睦委員会 加藤委員 

お餅つきの会場が深井さんのご自宅前に変更になりまし

たので宜しくお願い致します。 

・米山記念奨学常任委員会 岡田委員長 

  上半期のご寄付と奨学生に掛替えのない思い出を頂きま

したことを感謝申し上げます。 

 

【カウンセラーへ感謝の御礼】土井 千代子 

★カウンセラー 加藤 修子 

 一年間も早いもので、

あっと言う間に過ぎてし

まい、加藤さんには、公

私共々ご指導頂き、大変

感謝しております。今後

も宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

【ポールハリスフェロー米山功労賞発表・表彰】 

・深井会員 

     

 

 

 

 

 

 

 

【次年度ＳＡＡ】神谷 治善 

  緊張感をもって   

 やりたいと思いま 

 すので、宜しくお  

 願い致します。 

 

 

 



 

 

【次年度クラブ管理運営委員長】大熊 進 

 クラブをより良く

する為にアドバイ

スをしていきたい

と思います。 

 

 

 

 

【クラブ協議会  上半期事業報告】 

 ・クラブ管理運営部門      岩渕委員長 

   上半期、各委員長には、がんばって頂きました。特に

会員増強委員会に於かれましては、５名入会をして 

    頂き、またロータリー情報委員会におかれましては、  

  講師としまして井橋パスト、中島地区幹事パストに 

   ご教示頂き、浅水年度に向けて大変有意義な委員会を 

  ありがとうございました。 

 

 ・出席委員会          木村委員長 

   下半期、欠席委員長と言われない様、がんばります。 

 

 ・プログラム委員会       木村副委員長 

   お客様、皆様のご協力の基、滞りなくプログラムを 

   実施できたことに感謝申し上げます。 

 

 ・会報委員会          佐藤委員長 

   上半期は各投稿が遅れていまして申し訳ございませ

ん。下半期、敏速にがんばります。 

 

 ・親睦委員会           加藤委員 

   親睦ゴルフ、クリスマス、バーベキュウ等、事業を展

開させて頂きました。至らぬ点等ございましたが、下

半期、メンバー・委員長共々がんばりますので宜しく

お願い致します。 

  

 ・ロータリー情報委員会     浅水委員長 

   上半期は、入会の浅い会員向けにロータリーの情報を

発信しましたが、下半期は全会員向けの情報を発信し

たいと思います。 

 

 ・地域広報・雑誌委員会     石川委員長 

   各第一例会に『ロータリーの友』の独断ですが抜粋記

事のご案内を主にさせて頂きました。また、当クラブ

のガバナー訪問時の模様を『ロータリーの友』に投稿

しＰＲさせて頂きました。下半期は、バナーの投稿を

しまして、当クラブをＰＲしたいと思います。 

 

 ・会員増強維持推進選考委員会  石田委員長 

   上半期で、５名の増強を達成しまして、皆様に喜ばれ、

鼻高々です。下半期も１０名の増強目指し、がんばり

たいと思います。 

 

 ・奉仕プロジェクト部門     中島委員長 

   上半期、各委員会にお疲れ様でした。下半期も多くの

事業がありますので、各委員長様、宜しくお願い致し

ます。 

 

 ・職業奉仕委員会        佐藤太副委員長 

   上半期に、地区職業奉仕セミナーにメンバーを募り参

加しました。予算のほとんどをセミナー登録料に捻出

した為、下半期は、『四つのテスト』唱和リーダーと

して更にがんばります。 

 

 ・社会奉仕委員会        水町副委員長 

   上半期は、皆様のご協力の基、市民まつりを開催させ

て頂きました。下半期は、グランドゴルフを開催しま

すので多くの皆様のご協力、お願い致します。 

 

 ・国際奉仕委員会        中村直弘委員 

   上半期は図画展を開催させて頂きました。下半期は台

中訪問がありますので、皆様のご協力宜しくお願い致

します。 

 ・青少年奉仕委員会       本田委員長 

   上半期は、サッカー大会を開催させて頂きました。下

半期は、韓国留学生が１月１０日より来日しますので

事故等ない様、サポートしたいと思います。 

 

 ・財団部門           神谷委員長 

   今年度は、クラブより米山の補助がありましたので、

助かりました。ありがとうございます。 

 

 ・ロータリー財団常任委員会   斎藤委員長 

   今年度、クラブより一人１万円補助がありまして寄付

金が受付当初、ポリオを入れて１６,０００円でした。

目標は１００％達成していますが引き続き、ご協力お

願い致します。尚、円安の為、現在（１２月２５日）

寄付金は１７,０２０円以上になりましたのでお願い

します。 

 

 ・米山記念奨学常任委員会    岡田委員長 

   下半期も寄付のご協力、お願い致します。 

 

・ＳＡＡ          深井委員長 

   上半期は会場運営の支援をしてきましたが、下半期ガ

バナー輩出クラブとして、ブレザー着用、携帯マナー

モードの徹底をします。また、テレビモニターを取付

ましたので、更に有効活用して頂ければと思います。 

 

・会場運営委員会      加藤委員長 

  上半期は、メンバー６名のご協力で会場運営ができまし 

た。下半期は、より良い設営ができればと思います。 

 

・中期戦略計画委員会    吉田委員長 

  常に戦っています。 

例会に於いて図画展開催検討をして頂き、ありがとう 

ざいました。そして今年度を持って図画展は終了しまし 



た。 

東北宮古東ロータリーに今後サポートについて話してき 

ました。ＲＹＬＡも行く様ですので応援したいと思いま 

す。 

      

 

【スマイル報告】社会奉仕委員会 本田 栄一 

上半期、各委員長、ご苦労様でした・・・・・・染谷、岩渕 

クラブ協議会発表、お疲れ様でした・荒井、石塚、田中（由） 

米山奨学生感謝の集いに行ってきました・・・深井 

米山記念奨学委員会、上半期寄付のご理解、ありがとうござ

いました・・・・岡田 

Ｍｅｒｒｙ Ｘ’ｍａｓｓ！・・・・・・・・・大熊、石田、

神谷、浅水、水町、本田、佐藤太、木村、大谷 

カウンセラーの大熊様を始め、皆様、宜しくお願い致しま

す。・・・・・・長澤 

加藤さん、一年間、カウンセラーありがとうございました。

これからもご指導、よろしくお願いいたします。・・・・土井 

クリスマス例会、親睦委員会の皆様、お疲れ様でし

た。・・・・・・・・小林（光）、斎藤、飯泉、加藤、田中誠 

石野さん、傘寿おめでとうございます・・・中島 

来年もよろしくお願い致します・・・・石野 

良いお年よ・・・石川 

今年も大変お世話になりました・・中野、糸賀、瀬尾、清田 

糸賀さん、ゴルフボール、ありがとうございます・・・飯泉 

神谷さん、次年度、ＳＡＡ、おめでとうございます・・吉田 

 

【出席報告】出席委員会  田中 誠 

例 会 日 平成２６年１２月２５日 

会 員 数   ５５名 出席 ３３名 

出席免除者    ８名 欠席 ２０名 

出 席 率 ６２.３％ 前々回 MU  ４名 

M U 修正率 ６９.８％  

 

【会場運営担当】会場運営委員会 加藤 修子 

【編集】会報委員会 佐藤 太 

 

＊＊＊＊＊＊＊ 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 12:30～13:30 

【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 

 

 

 

 

 

 

８月９日 

バーベキュー 

 

 

 

 

 

８月２２日２３日 

サッカー大会 

 

 

 

 

 

９月２６日市民まつり 

 ミニＳＬ運行  パレード参加 

 

 

 

 

 

 
 

 

10月13日 岩手県宮古市 植樹事業 

 

 

 

 

 

 

 

11月６～１１日 図画展 

 

 

 

 

 

 

12月20 クリスマス 

 

 

 

 

 

 

 

12月28日 もちつき大会 

 

mailto:info@koshigayasouth-rc.jp

