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会長

岩淵秀一
幹事 染谷宗一
会長エレクト 小林光蔵
ＲＩ会長テーマ
「奉仕を通じて平和を」
クラブ会長テーマ 「奉仕を楽しむ為に６０名会員の達成を」

平成２４年８月２３日
ロータリーソング斉唱「それでこそロータリー」
ゲスト・ビジター紹介 台中南区 RC 子弟来訪
誕生記念月祝・・・岩渕秀一会員・中島頼光会員
結婚記念月祝・・・該当なし
会長挨拶
岩淵秀一会長
皆さんこんにちは、先日
の納涼会には暑い中多くの
会員さん又、青少年交換の
前沢さん親子、そしてボー
イスカウトの皆さんに参加
をしていただき、楽しい一
時を過ごす事が出来ました。
親睦委員の皆様には本当に
ご苦労
さまでした。そして会場を使わせて頂きました中村会員さん
には有難うございました。また昨日は台中ＲＣの子弟を成田
空港まで迎えに行って来ました。10 人の皆さんが元気に到着
されました。本日皆さんが例会場に出席されています。どう
ぞ27 日まで、
日本での生活を楽しんで頂きたいと思います。
それでは、又越谷の歴史についてお話をしたいと思います
今日は、近現代の越谷についての話です。
明治になると、西洋文明を取り入れた明治政府によって政冶
や経済のしくみが変えられていきました。これを近現代化と
呼んでます。行政面では、明治２２年に町村合併が行われ、
それまでの二町四十九か村は一町八か村に、また越ケ谷・と
大沢は組合町になりましたが、明治３５年に分離しましたの
で、それからは二町八か村になりました。この間、明治５年
には学制（義務教育）が発布されて、翌六年からは各地に学
校が設けられていきました。
はじめは、各地域の寺院などが教室に利用されましたが、次
第に独立校舎が建てられ、高等小学校なども併設されるよう
になりました。また明治２６年には千住から粕壁に至る日光
街道に、鉄道馬車が開通しましたが、同３２年には東武鉄道
が開通し、大正二年からは、電灯がひかれるなど近代化が進
みました。こうしたなかで、農業を中心とした越谷の農村は
江戸時代からの生活様式を受け継ぎ、喜びや悲しみを共にし
たつきあいのもとに、農作業はもちろん、祭や用排水路ある
いは道路の補修なども共同で行っていたのが普通でした。こ
れを生活共同体とも呼んでいます。ところが太平洋戦争後、
諸制度の改革が行われましたが、それとともに人々の考え方

第１８７２回例会
が変わっていきました。
とくに昭和３７,８年を境に越谷の地にも都市化がすすんで
いくと、日常の生活様式は一変し、昔からの村のしきたりも
無くなっていきました。
以上会長挨拶とさせていただきます
参考文献
越谷市教育委員会発行
わたしたちの郷土こしがや（第一集）
幹事報告
染谷宗一幹事
１． 地区より「リスボン国際大会準備委員会決起集会」の報
告がきています。
２． 地区新世代部門委員長より新世代部門チャリティーバ
ザー物品提供のお願いがきています。
３． 地区より地区委員・会長・幹事名簿地区協議会プログラ
ム変更・訂正のお願いが来ています。
４． 2011-12 年度第８グループ IM 実行委員会より決算報告
が来ています。
５． 地区より新会員入会速報が届いています。
６． 地区よりクラブ研修リーダー選出のお願いが来ていま
す。
７． 地区より卓話者バンク登録のお願いが来ています。
８． ポリオ撲滅ポケットティシュの配布について案内が届
いています。
９． 「第 38 回越谷市民まつり」第３回財政委員会の開催の
案内が来ています。
１０． 来週のガバナー公式訪問でクラブ協議会の全委員
長の出席をお願いします。
委員会報告
◇親睦委員会
清村勝之委員長
先日の納涼会にはたくさんの会員のご参加有り難うござい
ます。また、会場をお貸し下さった中村さん、食材に調達を
していただいた染谷さん、ガスをお貸し下さった神谷さんに
は改めてお礼申し上げます。本日のテーブルにあるビーフジ
ャーキーは前澤さんのお土産です。
来週のサンオークでおこなうガバナー公式訪問の懇親会に、
なるべく多くの会員のご出席をお願いいたします。
◇会員増強・退会防止委員会
中島頼光委員長
例会後、委員会を開きます
◇新世代委員会
野呂田昭仁委員長
地区よりチャリティーバザーの物品提供のお願いがきてい
ます。
大震災被災地合同セミナーの予算がたりないとの事で、

ぜひご協力お願いします。詳細は後日連絡いたします。
今月２７、２８日のサッカー大会において、越谷南高校に吹
奏楽をお願いしていたのですが、関東大会出場と言う事にな
り、練習日にしたいとの申し出がありましたので、今回は残
念ですが不参加と言う事になりました。
◇国際奉仕委員会
濱野高成委員長
先日から台中南 RC の子弟が日本に来られています。
本日１
８時３０分サンオークにてウエルカムパーティーを開催しま
す。多数のご参加お待ちしています。
◇震災復興支援担当委員会
吉田豊治委員長
阿波踊り当日、
宮古東 RC より３人の会員さんが来られます。
そこで阿波踊り終了後「大門」にて歓迎会開きますので、急
では御座いますが出席できる方お願いいたします。
先日宮古高校にヨットを贈呈したのですが、まだ海外製と言
う事で本体は届いていません。時期に届くと思われますが．
届いた時に贈呈式を考えていますので、宮古に行かれる方は
ぜひお願い致します。
ゲスト・ビジターご挨拶
本日、台中南 RC のご子弟の方々が来訪されました。
一人ずつ自己紹介をしていただきました。
岩淵会長様を初め、越谷南
RC の皆様こんにちは。
私達は台湾の台中から来まし
た、
台中南 RC の家族関係の学
生です。

はじめまして、私はライ・チ
ャです。今は大学２年生、政
経学科で勉強しています。皆
にチャチャと呼ばれています。
ハクは私の祖父です。小さい時から私は祖父に連れられてロ
ータリーの活動に参加し、いつもロータリアンに大家族のよ
うな暖かさを感じています。
今回、日本に来る事ができてとても嬉しいです。きっと、素
敵な思い出になるでしょう。機会がありましたら、ぜひ皆様
も台湾へ遊びにきて下さい。下手な日本語ですが、どうぞよ
ろしくお願いします。

皆さん、こんにちはハクと言い
ます。日本に招待いただき有り
難うございます。よろしくお願
いします。

皆さん、こんにちはハクと言
います。今年１６歳です。ど
うぞよろしくお願いします。

皆さん、こんにちは私はシュ
ウです。１５歳です。よろし
くお願いします。

皆さんトウと言います。よろ
しくお願いします。

皆さん、こんにちはヨウと言
います。日本はとても文化的
に豊かな国だと思っています。
よろしくお願いします。

ソウです。よろしくお願い
します。

今年１２歳です。ハンと言
います。よろしくお願いし
ます。

始めまして、私はサイです。
どうぞよろしくお願いします。

皆さん、こんにちはチンと
申します。今年１９歳です。
よろしくお願いします。

今回、子弟のホームステイをお受けいただいた、大熊さん、
深井さん、仁多見さん（ご両親）有り難う御座います

セミナー報告
◇新世代委員会
佐藤太副委員長
７月２８日新世代部門セミナーが浦和ロイヤルパインズで
開催され、委員長代理で参加させていただきました。
セミナーの内容は皆さんご周知ですので割愛させていただ
きます。特に印象に残っているのが、先日お亡くなりになっ
た飯野パストガバナーの基調講演で、今思えば最後の講演と
言う事でとても貴重なお話をいただきました。ロータリーの
未来をとても思っており、闘病中のお身体で懸命にお話され
ていました。もう一つセミナーで印象に残った話があり、入
会間も無い RC の活動に消極的な会員が、
海に子供達を連れて
行く行事に参加し、その中の一人の子供にとても懐かれ、会
員を父親のように慕ってくれ、
とても感銘を受けたそうです。
そこから会員も活動に積極的になったそうです。それがタイ
の RI 元会長だそうです。
私も話に感銘をうけ積極的に活動し
たいと思いました。今回貴重な経験をさせていただき感謝い
たします。セミナーで学んだ事を新世代副委員長としてフィ
ードバックしていきたいと思いますので、ご協力よろしくお
願いします。
◇米山記念奨学常任委員会
岡田信昭委員長
米山記念奨学会にご理解、ご協力有り難う御座います。本
年度も前年度と同様にご協力お願いいたします。
８月４日ラフレ埼玉で２００名の参加者で、米山奨学会の
志気の高さを感じその中でお話を聞いて参りました。今回の
テーマは「米山記念奨学事業をもっと知ろう」と言う事で、
中里委員長より現状等のお話がありました。皆様もご存知の
通り、全国３４地区の３年前の寄付を配分して現在の奨学生
を迎え入れています。しかし、ここ数年残念なことですが、
寄付額が減少して奨学生が減っている現状です。当クラブで
は皆さんのご協力もあり目標を達成しています。しかし、奨
学事業の趣旨をよりご理解いただき、また多くの奨学生を受
け入れいただきたいと思います。本年度は３３名、次年度３
０名と３名減少します。
その後、グループセッションがあり、ガバナー補佐を中心
に、寄付増進、奨学生との交流、学友との交流をテーマにデ
ィスカッションおこないました。当クラブとしましては一年
を通して理解を深めていきたいと思います。学友に関しまし
ては学友会を創設し交流を深めると言う提案がありました。
◇会員増強・退会防止委員会
中島頼光委員長
セミナーでは時間の限られている中、発言する事が難しく
なっているのが問題だと思っている。また、感じた事は戦略
計画委員会も交え５、１０年スパンで一緒に考えて行動して
増強をはかる。委員も単年ではなく３年、４年、５年と継続
して受けていかないと意味が無いと考えました。
小林光蔵委員
これから入会を進めていく中で、今までは「入れてやる」
と言うクラブ方針でしたが、これから「入っていただく」と
言う方針に変換する。まずは入っていただいて、どのような
活動をしているか見てもらう。また、委員長がタネを蒔くと
言っていましたが、一人が一人を入会させていけば５年間で
の目標が達成されるので、皆様のご協力をお願いしたいと思
います。

吉田豊治委員
セミナーで何を聞いてきたのかが伝わり難いので、セミナ
ーに参加した委員長、
委員は委員会で一年の計画を話し合い、
示していただければ解り易いのではと思います。

スマイル報告
◦台中南 RC 子弟の皆さんようこそ・・・瀬尾、石田、二川、
佐藤（陽）
、中村、黄、浅水、仁多見、佐藤（太）
、加藤、深
井、石塚、水町、清村、中尾、中野、糸賀、赤松、大熊、石
野、岸田、野呂田、中島、岩淵、吉田、浜野、小林、遠山
◦台中南 RC 子弟のホストファミリーの皆さんご苦労様・・・
染谷、飯泉
◦セミナー報告ご苦労様・・・岩淵、浅水
◦納涼会、中村さん有り難う御座いました・・・池田（玄）
◦本日早退します・・・久木野

出席報告
例 会
会

平成２４年８月２３日

数

５２名

出席

３５名

出席免除者

１２名

欠席

１２名

出

員

日

席

率

８７．５％

MU 修正率

７７．５％

前々回 MU

１名

会報担当：仁多見

――――― 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

８月１９日納涼会焼肉パーティーが開催されました。
ご協力いただいた会員様には大変感謝申し上げます。また、
当日参加された会員様、ご苦労様でした。
当日の写真を掲載します。

