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 平成２7 年７月 2 日 第２０１３回例会  

【点鐘】【点鐘】【点鐘】【点鐘】    

【ロータリーソング斉唱】【ロータリーソング斉唱】【ロータリーソング斉唱】【ロータリーソング斉唱】 

【【【【ロータリーの目的唱和ロータリーの目的唱和ロータリーの目的唱和ロータリーの目的唱和】】】】 

【【【【四つのテスト唱和四つのテスト唱和四つのテスト唱和四つのテスト唱和】】】】    

【【【【ロータリアンの行動規範唱和ロータリアンの行動規範唱和ロータリアンの行動規範唱和ロータリアンの行動規範唱和】】】】 

【【【【ゲストビジター紹介ゲストビジター紹介ゲストビジター紹介ゲストビジター紹介】】】】    

    ガバナーエレクトガバナーエレクトガバナーエレクトガバナーエレクト                    浅水浅水浅水浅水    尚伸尚伸尚伸尚伸    様様様様    

地区副幹事地区副幹事地区副幹事地区副幹事                                染谷染谷染谷染谷    宗一宗一宗一宗一    様様様様    

    第第第第 8G8G8G8G ガバナー補佐ガバナー補佐ガバナー補佐ガバナー補佐                中島中島中島中島    美三郎美三郎美三郎美三郎    様様様様    

    第第第第 8G8G8G8G ガバナー補佐幹事ガバナー補佐幹事ガバナー補佐幹事ガバナー補佐幹事        豊田豊田豊田豊田    高行高行高行高行    様様様様    

    財団奨学生財団奨学生財団奨学生財団奨学生                                寺戸寺戸寺戸寺戸    佑希佑希佑希佑希    さんさんさんさん    

    米山記念奨学生米山記念奨学生米山記念奨学生米山記念奨学生                            庄庄庄庄        華華華華    さんさんさんさん    

 

【会長【会長【会長【会長あいさつあいさつあいさつあいさつ】】】】                                                        中島中島中島中島会長会長会長会長    

職業奉仕委員会さんには第一 

例会にて四つのテスト、ロー 

タリーの目的、ロータリアン 

の行動規範の唱和をお願い致 

します。 

次年度はガバナーを選出する 

クラブとしての新しく気分を入 

れ替えて参りたいと思っております。 

クラブ会員全員で、盛り上げて行こうではありませんか。 

またロータリアンの行動規範は社会人としてロータリアンの

誠実な行動は特に大事な事と思われます。 

そして一年間を通してインターネットに強くなろうと活動方

針にも掲げさしていただきました。毎月広報委員会及び他の

委員会を主体に、一、二回の講習会を実施して参りたいと思

っております。社会的ニーズに遅れないためには、ぜひ大勢

の参加をお待ちしております。そして一年間を通して、イン

ターネットに強くなり楽しい有意義なロータリーライフを会

員全員で贈りましょう。 

 

【幹事報告】【幹事報告】【幹事報告】【幹事報告】                                                                遠遠遠遠山山山山幹事幹事幹事幹事    

皆さん、こんにちは 

先ほど、緊張の中、無事に第一 

回理事会を終えほっとしており 

ます、今年度、幹事の遠山です 

。 

本日はとても偉い方が大勢、お 

見えですので大変、緊張してお 

ります。一年間、皆さんのお力を借り、幹事として頑張って

いきたいと思います。不慣れでみなさんにご迷惑をお掛けす

る事が多々あると思いますが、越谷南の皆さんは心温かい人

ばかりですので、見守って下さい。一年間、宜しくお願いし

ます。 

また、本日は、沢山のお客様がお見えになり、ありがとうご

ざいます。 

浅水尚伸ガバナーエレクト 

染谷宗一地区副幹事 

中島美三郎ガバナー補佐 

豊田高行ガバナー補佐幹事 

錚々たるメンバーがお忙しい中、いらっしゃいました。一年

間、宜しくお願いします。そして イギリスのロンドンに６

年間、留学される 財団奨学生の 寺戸佑希さん 

留学、楽しんで下さい。また、お菓子の差し入れを頂きまし

た。ありがとうございます。 

そして 米山記念奨学生の 庄華さん 

後ほど奨学金をお渡ししますので宜しくお願いします。 

それでは 幹事報告をいたします。 

１ ７・８月のプログラムが承認 

２ ガバナー公式訪問の日程が決まりました。  

リハーサル  ９月３日（木） 

          公式訪問   ９月１１日（金） 

３ 今年度出席免除者が承認 

４ 中期計画委員会が発足し吉田会員が委員長に選任され承    

認 

５ 親睦委員会７月～９月行事予算が承認 

６ 青少年奉仕上半期予算が承認 

 

今年度出席免除者 

クラブ内委員長以外の申請者 

飯泉繁雄  糸賀正修 石田国勝 齋藤壽一 石塚一男 中

野忠茂 石野榮一 中村幸江 

地区出向 

浅水尚伸 染谷宗一 吉田豊治 大熊進 小林光蔵 荒井信

宏 長澤幸義 

    

【【【【委員会報告委員会報告委員会報告委員会報告】】】】    

    クラブ会報・地域広報・雑誌委員会クラブ会報・地域広報・雑誌委員会クラブ会報・地域広報・雑誌委員会クラブ会報・地域広報・雑誌委員会                            木佐    

    7/23（木）例会終了後、クラブ内パソコン教室を行いま

す。興味がある方は是非ご参加下さい。基本的にパソコン



等の用意はしておりませんので、ご自分でノートパソコン、

スマートホン等をお持ちの方は出来るだけご持参下さい。 

多くの方のご参加をお待ちしております。 

 

【【【【クラブ協議会クラブ協議会クラブ協議会クラブ協議会】】】】    

・・・・    クラブ管理運営部門         大熊 委員長 

・・・・    出席委員会           田中（誠）委員長 

・・・・    会場運営委員会          仁多見 委員長 

・・・・    プログラム委員会          水町 委員長 

・・・・    クラブ会報・地域広報・雑誌委員会  木佐 委員長 

・・・・    親睦委員会           小林（武）委員長 

・・・・    ロータリー情報委員会        岩淵 委員長 

・・・・    会員増強維持促進・選考委員会    加藤 委員長 

・・・・    奉仕プロジェクト部門     瀬尾 会長エレクト 

・・・・    職業奉仕・職業分類委員会      濱野 委員長 

・・・・    社会奉仕委員会           水町副委員長 

・・・・    国際奉仕委員会           木村 委員長 

・・・・    青少年奉仕委員会          岡田 委員長 

・・・・    財団部門              池田 委員長 

・・・・    ロータリー財団常任委員会      石川 委員長 

・・・・    米山記念奨学常任委員会       奥野 委員長 

・・・・    SAA                神谷 委員長 

・・・・    会計監査              中野 委員長 

 

※各委員長より基本方針・活動計画の発表がありまし

た。詳細は年度計画書をご参照下さい。 

 

ガバナーエレクトガバナーエレクトガバナーエレクトガバナーエレクト    浅水浅水浅水浅水    様様様様    第第第第 8G8G8G8G ガバナー補佐ガバナー補佐ガバナー補佐ガバナー補佐    中島中島中島中島    様様様様    

                                                        第第第第 8G8G8G8G ガバナー補佐幹事ガバナー補佐幹事ガバナー補佐幹事ガバナー補佐幹事    

                                                                                            豊田様豊田様豊田様豊田様 

 

 

 

 

 

 

 

 

ガバナーエレクト 浅水 尚伸 様、地区副幹事 染谷 宗一 

様、第8G ガバナー補佐 中島 美三郎 様、第8G ガバナー

補佐幹事 豊田 高行 様が中島会長、遠山幹事の第一例会に

表敬訪問されました。 

    

財団奨学生財団奨学生財団奨学生財団奨学生    寺戸佑希寺戸佑希寺戸佑希寺戸佑希    さんさんさんさん        米山記念奨学生米山記念奨学生米山記念奨学生米山記念奨学生    庄庄庄庄    華華華華    さんさんさんさん    

    

    

    

    

    

    

    

    

【【【【ロータリの友ロータリの友ロータリの友ロータリの友    注目記事注目記事注目記事注目記事】】】】    

・Ｐ27 第2770 地区 井原ガバナーの紹介記事 

・・・・Ｐ46～47 国際ロータリー委員の申請者募集の記事 

・Ｐ56 今後のＲＩ国際大会の日程 

・Ｐ76 事業承継についての記事 

 事業承継がまだお済みで無い会員は参考にして下さい。 

    

【スマイル報告】【スマイル報告】【スマイル報告】【スマイル報告】    

今年度どうぞよろしくお願します。・・・中島会長 

誕生日祝いを有難うございます。・・・中島会長 

ご迷惑をお掛けする事が多々あると思いますが、1 年間宜し

くお願いします。・・・遠山幹事 

中島ＧＡ、豊田幹事ようこそ。寺戸さん合格おめでとう・・・

浅水ガバナーエレクト 

前年度は大変お世話になりました。中島、遠山年度も宜しく

お願いします。・・・染谷前会長 

中島会長、遠山幹事の第一例会にガバナー補佐として豊田補

佐幹事と共に表敬訪問に参りました。今年一年宜しくお願い

します。・・・中島美三郎ガバナー補佐 

本日は中島、遠山年度の記念すべき第一例会にお邪魔をさせ

て頂きありがとうございます。お二人の益々のご活躍と南ク

ラブ様の益々の発展をご祈念いたします。・・・豊田ガバナー

補佐幹事 

中島会長、遠山幹事1 年間宜しくお願い致します。また、会

員みんなで二人を支えて行きましょう。お客様ようこそいら

っしゃいました。・・・瀬尾エレクト、神谷会員、石田会員、

池田会員、岩淵会員、奥野会員、清田会員、加藤会員、大熊

会員、石塚会員、岡田会員、小林（光）会員、赤松会員、木

村会員、中村（直）会員、水町会員、荒井会員、飯泉会員、

濱野会員、木佐会員 

一年間スムーズな会場運営にご協力をお願いします。・・・仁

多見会員 

出席委員長を仰せつかりましたのでご協力を宜しくお願いし

ます。・・・田中（誠）会員 

本年度も宜しく・・・齋藤会員、田口会員、三喜鮨さん 

お客様ようこそ・・・吉田会員、瀬尾エレクト、深井会員、

小林（武）、石野会員、中村（幸）会員、田中（由）会員、中

野会員 

早退します。・・・海野会員、野呂田会員 

7 月末日までに会費を納めましょう。・・・赤松会員 

越谷花火大会の皆様の協賛を頂きありがとうございます。合

計30 万円になりました。越谷観光協会に代わってお礼申し

上げます。 

6 月頭にぎっくり腰となり椎間板ヘルニアになってしまいま

した。神の手を持つ医師をご存知の方を教えてください。・・・

長澤会員 

 

スマイル合計 46 件 51,000 円 

 

 

【出席報告】【出席報告】【出席報告】【出席報告】    

例 会 日 平成２７年７月２日 

会 員 数  ５5 名 出席  40 名 

出席免除者   8 名 欠席  15 名 

出 席 率 7４％ 前々回   4 名 



MU 

MU 修正率   65％ 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 

 

 

 

 

 

 

 


