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     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２７年１月１５日 第１９９０回例会 

 

【点鐘】 

【国歌・ロータリーソング斉唱】（手に手つないで♪） 

【会長挨拶】染谷 宗一 会長 

皆さん今日は、

１月１０日より本

日１５日まで５泊

６日でＲＩ第３７

５０地区（韓国）

の青少年訪日団を

迎えました。私達

のクラブでも女子

高校生２名、キ

ム・ソジンさん、キム・スミさんと先生２名、パク・スンモ

クさん、ユ・ハンチルさんをホストさせて頂きました。ホス

トファミリーを高校生２名は、越谷南高校インターアクト部

に所属の門脇梨奈さんのご家族へ、先生パクさんは、吉田パ

ストへ、ユさんは、浅水会員にお願いご協力頂きました。そ

して青少年奉仕委員会、本田委員長を初めメンバーの皆さん

には、歓迎会・東京観光・越谷南高校インターアクト部との

交流会・各送迎・送別会と運営して頂き、また大勢の協力者

の基、訪日団の皆様は沢山の楽しい思い出づくりができたと

思います。 

そして３月には、越谷南高校インターアクト部の生徒４名

が韓国訪問を控えておりますので、また例会に於いて訪韓団

の皆様をご紹介させて頂きますので宜しくお願い致します。 

本日の例会はインターシティミーティングをテーマ―に

浅水ガバナー補佐・小林ＩＭ実行委員長よりご説明頂きます

ので宜しくお願い致します。 

 

【幹事報告】荒井 信宏 幹事 

1. 地区から２０

１６－２０１

７年度ロータ

リー財団奨学

生募集のお知

らせが来てい

ます。会員の

皆様のお知り

合いで推薦し

たい方が、いらっしゃいましたら申し出て下さい。尚、

応募期間は２月２０日までになっています。 

 

２．第２７５０地区 

東京南部地区から下記のご案内が来ています。ロータリー行

事ではないのですが、さいたま文化センター（南浦和）で２

月１７日、東京銀座新ＲＣ 日野原 重明 会員 

元東京池袋ＲＣ 宝田 明様、 

２名の後援会です。 

ご興味のある方は申し出て下さい。 

 

３． 来週１月２２日、再来週１月２９日の例会は２回連続 

外部卓話です。 

 １月２２日は越谷北ロータリークラブ 小河内様 

 １月２９日は越谷北ロータリークラブ 大熊様 

です。いつにも増して例会出席、よろしくお願いします。 

 

【委員会報告】 

・青少年奉仕委員会 本田委員長 

今朝、韓国訪日団

の皆様が、無事お帰

りになりました。 

今回の留学生・先

生には多くの日本文

化の良さをお土産に

帰って頂けたと思い

ます。案内中ハプニ

ングがありまして、

留学生がお財布を落

としてしまいました

が、拾った方の良心

から無事見つかり、

日本人の素晴らしさ

をより感じたようで

す。実際、日本を肌

で感じた留学生は、

母国で知った日本の知識・イメージとは、かなりかけ離

れていると良い意味で実感して頂いた様で、今回の行事

が大変有意義だったと確信しました。ご協力頂きました

皆様、ありがとうございました。 

 



【行 事】 

『インターシティミーティング（ＩＭ）に向けての心構え』 

 

 ・第２７７０地区ガバナー補佐  浅水 尚伸 

いよいよ２月１２日、インターシティミーティングが 

開催されます。ＩＭは、情報交換と親睦を目的として、毎年 

ホストクラブをローテーションで行い開催していますが、今 

年度は、当クラブがホストクラブとなりました。 

そして、ＩＭ実行委員長を小林直前に、お願いしまして快く 

お受け頂きました。後程、趣旨・クラブの役割についてご説 

明頂きます。 

例年からの変

更点は、場所を

通常コミセンで

開催していまし

たが、耐震工事

の為、閉鎖され

ておりますので、

ギャザホールに

変更と新年会と

は独立した形での開催となります。 

プログラム内容の概要ですが、第１部式典・第２部基調講

演・第３部活動報告の３部構成としましたが、今回第２部の

基調講演に注目頂きたいのですが、雑誌社からの推薦で菊地

峰子さんにお願いしました。菊地さんはマザーテレサとの出

会いを機に世界の貧しい地域に感動と励ましを贈る活動家で、

ロータリーとは全く違ったスタイルの奉仕活動の講演を頂き

ながら、これからの『ロータリーしかできないこと』・『ロー

タリーは何をすればいいのか』のヒントを得られればと言う

思いからお願いしました。 

３部の懇親会では大宮中央ロータリークラブ会員を中心

としたメンバーで構成されたロータリーベンチャーズをお呼

び致しました。リーダーは同期のガバナー補佐の星野さんで、

リクエストとして皆さんにとにかくはじけてもらいたいので、

ダンスミュージックを中心にお願いしてあります。そこで当

クラブ女性会員・会員奥様がダンスリーダーとして盛り上げ

て頂ければと思います。またお客様をお迎えする時も、受付

の奥様のご協力依頼願います。 

また開催地変更により、お迎え役の必要性が発生等、その

他、４０周年以上感動を目指し、多くのメンバーのご協力が

必要ですので、宜しくお願いします。 

そして最後になりますが、他クラブよりＩＭの内容を聞か

れた場合も皆様が個々にＰＲできる様、プログラムの内容確

認・把握も重ね重ねお願いします。 

 

・ＩＭ実行委員長 小林 光蔵 

浅水ガバナー補佐がほとんどうまくまとめ説明してしま

った為、後から話すのが難しいですが、１５名以上の新会員

はＩＭの意味・目的と基礎的な部分も解らないと思いますの

で成り立ちの説明とプログラムの大まかな役割をお話しさせ

て頂きます。 

以前ＩＭは都市連合会と名称でした。最近ではインターシ

ティミーティング＝ＩＭの名称に変更され第８グループ近隣

クラブが集結し年に一度に開催される会合です。 

討論の主たる内容は、４大奉仕部門をカバーしつつ、ロー

タリーの特徴やプログラムなどを検討します。クラブ会員全

員参加のこの会

合の目的は会員

相互の親睦と知

識を広める事に

あり、さらに会

員にロータリー

情報を伝え奉仕

の理想を勉強す

る為に開催され

ます。決議や決

定は無いＩＭへの出席はメークアップとなります。 

今回当クラブがホストとしてＩＭの目指すものは、昨年開

催しました４０周年式典をスケールアップしたものとします。 

当クラブはあくまでもまとめ役であり、各クラブにも協力し

て頂きながら作り上げていくものであります。各クラブへ開

催・ご協力願いのキャラバンに回らさせて頂き感じたものは、

各クラブともに前向きでモチベーションが高く感じ、周年以

上のものが出来上がると確信しています。 

 因みに懇親会担当が親クラブ越谷ＲＣ、記録担当が越谷北

ＲＣ、受付担当が越谷東ＲＣです。 

 今回ホストクラブとしてお迎えする立場です、浅水ガバナ

ー補佐に恥をかかせない様、ご協力願います。 

 プログラム等、詳細につきましては、後日、浜野ＩＭ幹事

より、ご説明がありますので宜しくお願いいます。 

※プログラム、講師等内容は本日お配りした次第（案）をご

覧下さい。 

① 開会点鐘 浅水ガバナー補佐 

② 国歌斉唱     ソングリーダー 中村幸江会員 

③ ロータリーソング ソングリーダー 中村幸江会員 

④ 四つのテスト 越谷ＲＣ 中里会長 

⑤ 開会の言葉  小林ＩＭ実行委員長 

⑥ 歓迎の言葉  染谷会長 

⑦ 主催者挨拶  浅水ガバナー補佐 

⑧ 来賓紹介   浅水ガバナー補佐 

⑨ クラブ会長・幹事・ＩＭ実行委員紹介 

⑩ ガバナー挨拶 渡邉ガバナー 

⑪ 来賓挨拶 

⑫ 直前ガバナー補佐感謝状 小暮直前ガバナー補佐 

            浅水ガバナー補佐 

 ・吉田パストガバナー 

 最近、５クラブ同士のメーキャップが少ないのでＩＭを積 

極的に利用して他クラブ会員との交流して頂ければと思いま 

す。２年後の浅 

水ガバナー年度 

までに、多くの 

会員が、他ク 

ラブとの交流を 

深めていれば、 

ガバナー年度が 

円滑に行われる 

と思いますので、 

ＩＭだけでなく 



多くの合同行事のチャンスを積極的にものにして頂ければ 

と思います。 

 

 ・石塚会員        

 とにかく参加して経験の一つにして頂きたい。 

 

 ・中野会員 

 参加して頂く事 

が第一でＩＭを出 

会いの場所として 

有効に使って頂き 

たい。 

 

  

・染谷会長 

 ＩＭ参加すると他クラブのお知り合いに出会い気まずい思 

いを、するのではないかということで参加しない会員もいる 

と思いますが、入会すれば、みんな仲間なので是非参加して 

下さい。 

 また活動報告では、若い会員にお願いしてありますが、是

非度胸を付けて頂き、良い一つの経験として頂ければと思い

ます。 

 最後に多数のメンバーの参加協力、お願いします。 

 

 ・深井パストガバナー補佐 

 親クラブの越谷ＲＣは、来賓に対して気配りが素晴らしく、 

当クラブも見習うべき箇所が多々あると感じます。例に来賓 

紹介時も過去の肩書を入念調査し、発表するところも小さな 

ことですが、紹介 

された方も気持ち 

良く個々への気配 

りが、いき届いて 

いると感じます。 

当クラブもガバナ 

ー輩出クラブとし 

て、襟を正し、他 

クラブの見本とな 

る様、努力して頂 

きたいと思います。 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【スマイル報告】社会奉仕委員会 岡田 信昭 

皆さんでＩＭをもりあげましょう・・・・・・染谷 

ＩＭのご参加よろしくお願いします・・・・・浅水 

いよいよＩＭが近づいて来ましたね、皆さんの力で浅水ガバ

ナー補佐を盛り上げましょう・・・・・・・・小林（光） 

ＩＭを成功させましょう・・・・・・・・・・糸賀 

ＩＭの説明ありがとうございました・・・・・中野、石塚、

荒井、佐藤太 

韓国訪日団無事帰りました、ありがとうございます・・本田 

青少年奉仕委員会、ホストファミリーの皆様、お疲れ様でし

た・・・・・小林（光）、岩渕、石田、飯泉、瀬尾、加藤、野

呂田、石川 

ハイキング同好会、多数のご参加、お世話になりまし

た・・・・・・神谷 

七福神めぐり、楽しかったです・・・岡田、長沢 

足元の悪い中、ご苦労様です・・・・深井 

賽銭ドロボーの実況見分で遅れました、すいませ

ん・・・・・・・・・仁多見 

先日、結婚記念と誕生月のお祝いを頂き、ありがとうござい

ました・・黄 

健康に注意しましょう・・・・吉田 

雨にも負けず出席しました・・田中誠 

今日はあーめ、風邪に気をつけましょう・・・中島 

Ｅクラブでメークアップしました、簡単にできますのでおす

すめです・・・・・・・・・・中村 

今年も宜しくお願いします。・・・・・大谷、三喜鮨様 

 

★スマイル件数 ２９件 合計金額３３,０００円でした。 

ありがとうございました。 

 

【出席報告】出席委員会  田中 誠 

例 会 日 平成２７年１月１５日 

会 員 数   ５４名 出席 ２８名 

出席免除者    ７名 欠席 ２６名 

出 席 率 ５３.８％ 前々回 MU  ―名 

M U 修正率 ―％  

 

【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 
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