
            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７月 31 日 第１９６8 回例会  

【点鐘】 

【ロータリーソング斉唱】 

【ゲストビジター紹介】 

・ 越谷東ＲＣ  会長 守屋トミー 様 

・       幹事 岡崎 愛子  様 

・ 越谷青年会議所 理事長 浜野 世嗣様 

・         専務理事星野 敦鋭様 

・ 朝田 晃博 様（入会予定者） 

・ 米山奨学生 徐 暁潔 様 

 

越谷東ＲＣ  会長 守屋トミー 様 

幹事 岡崎 愛子  様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

越谷青年会議所 理事長 浜野 世嗣様 

      専務理事星野 敦鋭様 

 

 

【会長あいさつ】            染谷 宗一 会長 

 

 

 越谷RC1968回例会 会長挨拶 平成２６年７月３１日 

昨日は、北クラブ後援のジュニア甲子園開催例会と青少年交

換の派遣学生の四釜莉央さんのお見送りに出席致しました。 

ジュニア甲子園は青空のもと松伏町・八潮市・越谷市の中学

生球児が越谷市営球場で暑い熱戦がスタートしました。 

また、四釜莉央さんは、成田からアメリカのアリゾナへと旅

立ちました。 

南高校関根校長・インターアクトクラブ顧問植山先生・ご家

族・友人・本田青少年奉仕委員長・深井SAA・清田さん・荒

井幹事・遠山副幹事・そして私総勢１６名でお見送りいたし

ました。 

関根校長と私で激励の贈ることばと、四釜さんより力強い感

謝の言葉を頂き約一年間の留学がスタート致しました。 

元気で、病気等せず、楽しく留学生活を送って頂きたいと思

います。 

そして、２４日の親睦夜間例会では、濱野ガバナーを始めと

し大勢のお客様・会員の皆様に参加頂きまして大変有難うご

ざいました。 

何よりも三名の方の入会式が有り、濱野ガバナー・浅水ガバ

ナー補佐にロータリーバッチを付けて頂いた事は一生の思い

出になるのではないかと感じます。 

おかげ様で会員の皆様でこの後も何名かご紹介を頂き、入会

式が出来そうな感じが致します。今後も皆様のご協力を宜し

くお願いします。 

  

 



【幹事報告】              荒井 信宏 幹事 

                  

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・8/2（土）奉仕プロジェクト部門セミナー 

・8/3（日）米山記念奨学部門セミナー 対象会員の皆様、

出席よろしくお願いいたします。 

・第 40 回越谷市民まつり開催に伴うご協賛のお願いが来

ています。 

ご協力、よろしくお願いいたします。 

・8/7（木）例会はガバナー公式訪問リハーサルです。 

各委員長、発表の準備及び当日の出席、よろしくお願い

いたします。 

・2014年8月のロータリーレートは、1ドル 102円です。 

 

【委員会報告】 

 ・ロータリー財団常任委員会  齋藤寿一 委員長 

毎月定期的にロータリー財団の情報を提供していきます。

今期は、クラブから1人1万円ずつ寄付金を出すので、各

自年間15,000円以上の寄付をお願いします。 

・国際奉仕委員会    濱野高成 委員長 

台中南区ＲＣ子弟受入先を探しております。宜しくお願い

します。 

・親睦委員会 久木野光弘委員長 

例会終了後、親睦委員会は残ってください。 

 

【部門セミナー報告】 

ロータリー財団部門セミナー    報告者 神谷治善 

平成２６年７月２７日（日） 

13：30～  

於 埼玉共済会館 

当クラブ出席者  

吉田パストガバナー、 

浅水ガバナー補佐、 

染谷会長、荒井幹事、 

池田玄一会員、 

神谷財団委員長 

 

開会点鐘、国歌、奉仕の理想斉唱 

四つのテスト、地区役員紹介とつづき 

濱野ガバナー挨拶、財団委員長井橋氏 

基調講演「ポリオの現状」東京大学教授 渋谷健司氏 

ポリオ根絶と日本の貢献と題して約１時間の講演を頂きまし

た。 

クイズ形式でいくつかの質問が出され会場の参加者の意識を

集中させてくれました。 

①世界の大人の識字率は？ 

②世界の平均寿命は？ 

③世界の１歳児のはしかワクチン接種率は？ 

④過去２０年間の世界の極度な貧困層の割合は？ 

等々の質問に東大生もほとんどの答えが当たらなかったもよ

うでした。私が思うところでは、あらゆる問いの予想以上の

改善に日本のロータリーが世界中に大きく貢献していると感

じた次第です。 

また団会においてもポリオ根絶議員連盟が結成されていて、

渋谷教授がその連盟の事務局？をされているとのお話をされ

ておりました。 

ポリオ撲滅は完全に終わらせなければ国を越えて感染してい

く恐ろしい病気だと言われています。２０１４年のポリオ感

染経路はパキスタンからアフガニスタンへ、パキスタンから

感染したシリアからイラクへ、ナイジェリアから感染したカ

メルーンから赤道ギニアへと言うような広がりが見られまし

た。 

ロータリアン全員がこのような現状を理解して、ポリオ撲滅

へより大きな協力をお願い致しましてご報告とさせて頂きま

す。                      

 

青少年奉仕部門セミナー    報告者 本田栄一 

平成２６年７月１２日（土） 

13：00～    

於 プラザイースト 多目的ホール 

当クラブ出席者  

染谷会長、本田青少年奉仕委員長 

 

① 青少年育成、 

インターアクト委員会 

   ・高校生感動体験プログラム 

・第２７回インターアクト年次大会について 

 

   ・インターアクト活動発表 

   ・インターアクトボランティア認定書授与 

②ローターアクト委員会 

   ・年度方針発表 

③ RYLA委員会 

   ・RYLA体験発表 

④ 青少年交換委員会 

   ・青少年交換体験発表 

   ・青少年交換受入体験発表 

   ・青少年交換学友代表発表 

                     

【米山奨学生 徐 暁潔 様あいさつ】 

 

8/6、7の富士山登山 

頑張ってきます。 

暑い日が続きますが、 

お体には十分気を付けてください。 

 

 

 

 



【会長と新入会員の  

大谷誠さん、大田拓也さん、中村直弘さん】 

 

 

【浅水ガバナー補佐よりガバナー公式訪問について】 

8/21 ガバナー公式訪問 

が行われます。各委員長は 

くれぐれも年度計画書の棒 

読みはしないようにお願い 

します。 

また、当日質問がある方は 

事前に私まで質問内容をご 

連絡ください。 

 

 

【スマイル報告】 

東クラブ守屋様、岡崎様、越谷青年会議所 浜野様、星野様、

ようこそいらっしゃいました。・・・・・染谷会長、荒井幹事、

浅水ガバナー補佐、加藤会員、岡田会員、小林（光）会員、

岩淵会員、赤松会員、神谷会員、中島会員、池田（玄）会員、

仁多見会員、本田会員、石田会員、浜野会員、野呂田会員、

田中(由)会員、糸賀会員、水町会員、中野会員、木佐会員 
 

本日大変お世話になります。・・・越谷東ＲＣ 守屋トミー様、

岡崎愛子様 

 

本日は誠にありがとうございました。今後とも越谷青年会議

所の活動にご協力宜しくお願い致します。・・・浜野世嗣様、

星野敦鋭様、越谷青年会議所 越谷市民まつり実行委員会様 
 

部門セミナー報告 本田委員長、神谷委員長、ご苦労様でし

た。・・・染谷会長 

 

お客様ようこそ、決算報告、セミナー報告ありがとうござい

ました。・・・瀬尾会員 

 

カレーライス大変美味しかったです。・・・・吉田会員 

 

暑さに負けず頑張ります。・・・田中誠会員 

 

花火大会に協賛して頂いた会員の皆様ありがとうございまし

た。今年は良かったですね。来年もよろしく。・・・飯泉会員 

 

ロータリー財団について理解を深めましょう。・・・斎藤会員 

 

夜間例会で自転車が当たり有難うございました。・・石川会員 

 

 

先週の親睦夜間例会では大変お世話になりましてありがとう

ございました。・・・清田会員 

先週は思い出に残る入会式をありがとうございました。両親

も喜んでおりました。中村（直）会員 

 

バーベキュー大会の参加をお願いします。・・・久木野会員 

 

中島エレクト、70歳おめでとうございます。オーバーシュー

ト頑張って下さい。・・・遠山会員 

 

中島さん昨日はお誕生日おめでとうございました。・土井会員 

 

新入会予定者 朝田さんようこそ・・・・・赤松会員 

 

 

【出席報告】 

例 会 日 平成２６年７月3１日 

会 員 数  ５５名 出席  ３５ 名 

出席免除者   ７名 欠席  ２０ 名 

出 席 率 ６７．３％ 前々回

MU 

  １ 名 

MU 修正率  ５５．１ ％ 会報担当：木佐 謙一 

 

――――― 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 
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【ジュニア甲子園 応援】   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７月３０日（水）越谷市営球場へ行ってきました。 

 

 

 

 

【四釜莉央さん お見送り】   

７月３０日(水)成田へ行ってきました 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   莉央さんいってらっしゃい 


