国際ロータリー第２７７０地区

２０１２～２０１３年度

越谷南ロータリークラブ会報
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７月５日
新旧会長幹事バッジ交換式

入会式 白井裕太新会員

国歌・ロータリーソング斉唱・黙想
ゲスト・ビジター紹介
ガバナー補佐 関森初義様
幹事
長谷川真也様
米山奨学生
馬 俊涛君
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
浅水直前会長、二川直前幹事、一年間ご苦労様でした。ま
た、会長エレクトとして、色々とご指導頂きありがとう御座
いました。伝統ある越谷南
ロータリークラブ 39 代目
の会長に指名され、その責
任の重大さを痛感しており
ます。まだまだ勉強不足で
あり、不安で一杯でありま

第１８６６回例会
すが、会員皆様のご協力を頂きながらロータリー活動に取り
組んで参りたいと思っています。
2012～13 年度ＲＩ田中作次会長は「奉仕を通じて平和を」
のテーマを上げられました。そして活動の重点項目として次
の 3 点を上げています。まず第一に「ＲＩ戦略計画の実施」
二つ目に「世界フォーラムをはじめとするＲＩへの支援」三
つ目に「増強」です。
また、地区では活動方針を田中ガバナーは「Ｄｉｓｃｏｖ
ｅｒ Ｔｈｅ Ｒｏｔａｒｙ」ロータリーで素晴らしい出会
いを、全ての活動を通じて多くの人が出会う。それは新しい
喜びをもたらすことでしょう。
一人でも多くの仲間と出会い、
奉仕をすることに喜びと、楽しみを共有しましょうと言って
います。
また、地区でも活動を実践するために、重点項目として「Ｒ
Ｉ戦略計画の実施」
「世界平和フォーラムをはじめとするＲＩ
支援」
「増強」の三点を上げています。ＲＩでは三つめに「増
強」地区でも三つめに「増強」を上げています。そこで私は
今年度の会長テーマを「奉仕を楽しむ為に 60 名会員の達成
を」とさせていただきました。増強、これは永遠のテーマで
あると同時にまた、増強をなくしてクラブの活性化も出来ま
せん。と言っても過言では無いと思います。この一年、一人
でも多くの新しい仲間を迎えて奉仕を、またロータリーライ
フ楽しみましょう。会員一人一人の、皆様方の、ご協力を心
からお願い致します。
伝統ある越谷南ロータリークラブ創立３９周年の会長に
指名され、その責任の重大さを痛感しております。まだまだ
勉強不足であり、不安で一杯でありますが、会員皆様のご協
力を頂きながらロータリー活動に取り組んで参りたいと思っ
ています。
幹事報告
染谷宗一幹事
１． 定例理事会の報告
２． （公財）埼玉県腎・アイバンク協会 理事長小峰理孝様
より総会資料が届いています。
３． 2012～13 年度ライラ
（RYLA）研修報告書
が届いています。
４． 越谷市立あけぼの学
園より納涼会の案内
が届いています。
５． 第 25 回インターアク

ト年次大会の案内が届いています。
６． 田中徳尚ガバナーより年度方針の文章が届いています。
７． 国際ロータリー第 2770 地区 2014～15 年度ガバナーノ
ミニーが決定いたしました。
濱野英美会員（大宮シティロータリークラブ）
８． 宮古市長より寄付金の活用状況について報告がありま
した。
９． 2012～13 年度米山記念奨学部門セミナーの案内が届い
ています。
１０． 2013 年リスボン国際大会準備委員会の案内が届い
ています。
１１．
「第 38 回越谷市民まつり」第 1 回財政委員会がありま
した。
１２．2012～13 年度新世代部門セミナーの案内が届いてい
ます。
１３．2011～12 年度第 8 グループの IM の報告書が届いて
います。
１４．RI のテーマネクタイを会長より頂きました。
１５．打ち水大作戦実施のお願いが地区より着ています。7
月 22 日（日）大暑の日
１６．ポストの位置が変更になっていますのでご了承お願い
いたします。
ゲスト・ビジターご挨拶

ガバナー補佐 関森初義様
幹事
長谷川真也様
一年間よろしくお願
い致します。
北クラブの越谷ジュ
ニア甲子園もよろし
くお願いします。

◇会員増強･職業分類委員会
中島頼光委員長
◇奉仕プロジェクト常任委員会
小林光蔵委員長
◇職業奉仕委員会
二川雅之委員長
◇新世代委員会
野呂田昭仁委員長
◇国際奉仕委員会
浜野高成委員長
◇米山記念奨学常任委員会
岡田信昭委員長
◇ＳＡＡ
大熊 進委員長
◇会計
赤松則宏委員長
◇戦略計画委員会
浅水尚伸委員長
※発表内容は、配布した資料に基づいておりますのでご確認
下さい。
スマイル報告
岩淵・染谷年度、1 年間宜しくお願い致します・・・神谷、
吉澤、藤田、水町、佐藤（太）
、瀬尾、吉田、中尾、清村、石
塚、小林（光）
、岡田、石田、大熊、中島、野呂田、長谷川、
中野、二川、浅水、飯泉
1 年間よろしくお願い致します・・・・・・岩淵、染谷
白井さん入会おめでとうございます・・・・・中村、吉田、
小林（武）
、清村、赤松、本田、石野、小林（光）
、石田、浜
野、田中、佐藤（陽）
、遠山、豊田、水町、浅水、瀬尾、加藤
関森ガバナー補佐、長谷川幹事ようこそ・・・岩淵、染谷、
長谷川、小林（光）
、赤松、吉田
浅水直前会長、二川直前幹事、1 年間ご苦労様でした・糸賀
今年度もよろしくお願い致します・・・檜山、斎藤、黄
新年度のスタートです、がんばりましょう・・・赤松
今年度もよろしくお願い致します・・大門様
岩淵会長、染谷幹事一年間よろしくお願い致します・関森様
今年で６？歳になります・・・中島
出席報告
例 会
会

委員会報告
◇親睦委員会
清村勝之委員長
7 月 19 日午後 6 時 30 分から、橋本屋レイクタウン店にて
家族同伴親睦夜間例会を開催します。詳細を皆様にＦａｘ致
しますので、大勢の方のご参加をお願いします。
◇地域広報雑誌・ＩＴ情報委員会
藤田達夫委員長
「ロータリーの友」の中から、読んでいただきたい記事を
紹介します。田中作治ＲＩ会長のページを読んでください。
P,17 ページの埼玉県知事と野田首相のページ、
P,27 ページは
宮古東ロータリーと浦和ロータリーの記事があります。是非
読んでみてください。
クラブ協議会
◇クラブ管理運営部門委員会
◇出席・会場運営委員会
◇クラブ会報委員会
◇プログラム委員会
◇親睦委員会
◇ロータリー情報委員会
◇地域広報雑誌 IT 情報委員会

中島頼光委員長
佐藤 太委員長
田中由佳委員長
水町俊介委員長
清村勝之委員長
石塚一男委員長
藤田達夫委員長

平成２４年７月５日
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９６．８０％

前々回 MU
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会報担当：田中

――――― 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@koshigaya-south-rc.jp

