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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２６日
ロータリーソング斉唱「手に手をつないで」
ゲスト・ビジター紹介
ガバナー補佐 関森初義様
地区会員増強部門委員長
染谷良雄様
田敏君 田一松様 蔡載淑様
会長挨拶
皆さんこんにちは、
先日の家族夜間例会に
は大勢の皆様にご出席
を頂きありがとうござ
いました。おかげさま
で盛会理のうちに終了
する事ができました。
今日はチョン.ミン君、

岩淵秀一会長

すわやま

には、川口市の天神山遺跡、岩槻市の諏訪山遺跡、大宮市の
高井遺跡などがある。続いて縄文前期の時代になると気候は
さらに温暖となり、同時に海の水位がさらに上昇して海が陸
地深く進入した。前に述べた“海中の越谷”つまり埼玉東部
低地の海進はまさにこの次期にあたる。この期の遺跡には、
こやば

はなづみ

塚、岩槻市の黒谷貝塚遺跡などがある。
周辺台地の縄文人 ＮＯ－2 （2）
つまりそれまで狩猟生活をしていた越谷周辺の原始人は、こ
のころ海と化した地を逃れ、あるいは陸地のおくから海に近
いところに集まり、漁労や狩猟を主とした生活に入ったと言
える。
ちなみにこの縄文前期の頃から、地面を掘り下げて床面とし
た竪穴式住居が出現する。ついで縄文中期に入ると気候は再

一 松 さん(韓国の渼金ＲＣ
チェジェスク

副会長)、お母様の 蔡 載 淑 さん韓国からい
らっしゃいました。
そして奨学生のマー君ようこそ。マー君には
本当は８月に奨学金を渡すわけですが８月に
は中国に帰ると言うことで今日奨学金を渡す
ことになりました。気をつけて行ってらっしゃ
い。
それでは、今日の会長挨拶をさせていただきま
す。
周辺台地の縄文人
ＮＯ－2（1）

かいたい

び冷涼となり、少しずつ 海 退 （海進とは反対に、海水面が
低下すること）が始った。この期の遺跡には、川口市の領家
しんくる わ

貝塚、浦和市の馬場遺跡岩槻市の 新 曲 輪遺跡などがある。
これら遺跡などから、このころは再び狩猟を主とした生活に
入ったとみられている。この縄文後期には、海退がさらに進
んだが、まだ満潮時には海が奥地まで入り込み、越谷市域な
どの低地はとうてい人の住める状態ではなかった。

考古遺跡は、越谷低地の東西にある下総台地や大宮台地に数
多く確認されている。約一万年ほど前まで続いたといわれる
旧石器時代（縄文時代より古い、土器のない時代）の遺跡に
おおこり

ざした氷河が溶けて海の水位が上昇し、およそ現在の海岸線
まで海が前進した。この時代を縄文早期というが、その遺跡

浦和市の山崎貝塚、川口市の小谷場貝塚春日部市の 花 積 貝

チョンニルソン

お父様の 田

第１８６９回例会

うらでら

は浦和市の大古里遺跡、
川口市の吉岡遺跡、
鳩ヶ谷市の浦 寺
遺跡、庄和町の風早遺跡などが確認されている。いずれも洪
積台地上にある。当時は氷河期で海の水位も著しく下降し、
日本は大陸と地続きの場所もあったといわれるが、これらの
遺跡の出土品などから、旧石器時代の原始人は氷河期の厳寒
を克服し、越谷市周辺でも活発な狩猟生活を展開させていた
と推測されている。ついで現在から一万年ほど前に縄文時代
に入ると地球が温暖な気候につつまれるようになり、固く閉

まえくぼ

しんごう

この期の遺跡には浦和市の前 窪 遺跡、川口市の 新 郷 遺跡、
いぶつ

松伏の本郷貝塚などがある。これら遺跡の遺物のうち貝は海
水産が少なくなりヤマトシジミなどの淡水産の物が多くなっ
ていることからこのころ海はかなり後退し、数多くの池や沼
が形成されていたとみられる。やがて縄文時代の終末期あた
る縄文晩期になると、海はさらに後退して越谷市域あたりも
しだいに陸地となってきた。

周辺台地の縄文人 ＮＯ－2 （3）
原始人の生活や文化の水準はかなり高度なものとなり、丸木
舟をはじめ人物や動物をかたどった土偶や土製の飾り物など
が出現する。たとえば昭和四年に越谷市と草加市の接点にあ
たる大間野町の綾瀬川から、全長 6 ｍの丸木舟がほりだされ
たが、この船は構造から縄文晩期のものと推定されている。
この期の遺跡には、
浦和市の一ツ木遺跡、
川口市の石神遺跡、
しんぷく

岩槻市の 真 福 寺遺跡などが確認されている。
参考文献 越谷の歴史物語 （第一集）
本間清利 稿
幹事報告

染谷宗一幹事

１． 地区より「ポリオ撲滅ポケットティッシュ配布の案
内」が来ています。
２． 公益財団法人ロータリー米山記念奨学会より特別
寄付金明細書送付の件が届いています。
３． 越谷市暴力排除推進協議会（会長高橋努）御礼と総
会資料が届いています。
４． 越谷市民まつり実行委員会財政委員会より協賛金
協力のお願いが来ています。
５． 越谷市のロータリーカップの日程の変更が有りま
した。
委員会報告
◇南越谷ロータリーカップ
新世代委員会野呂田委員長
（2012 越谷市・八潮市中学校(U-14)サッカー選手権大会）
実施時期
決勝Ｔ ８月２７日（月）しらこばと運動公園陸上競技場
８月２８日（火）しらこばと運動公園陸上競技場
米山記念奨学会
米山功労者の表彰（岩淵会長、染谷幹事、岡田会員）

谷南ＲＣの皆様にお会いできまして大変嬉しく存じておりま
す。
私は国際ロータリー3600 地区、渼金ＲＣの副会長をさせてい
ただいております、田一松（チョン・ニルソン）
、妻である蔡
載淑（チェ・ジェスク）と申します。
招待してくださいました吉田パストガバナーと岩淵会長をは
じめ、越谷南クラブの皆様から暖かく歓迎していただき感謝
の気持ちでいっぱいです。
特に、息子であるチョンミン君が留学していた時代に、多く
の知識や助けてくださいました皆様に感謝の言葉を申し上げ
たく、必ず訪問を希望しておりました。
私が属しているクラブは 1981 年ＲＩに加入し、2011 年 30 周
年を迎えることができました。現在の会員数は 60 人で、毎週
木曜日の 18 時 30 分から例会を行っております。私、個人的
には 1991 年ロータリーに加入し、21 年目になります。我が
3600 地区には94 クラブ、
約4000 人の会員が属しております。
越谷には初訪問となりますが、とても綺麗で、美しく、歴史
や伝統が保存されている町として存じております。短い滞在
期間となりますが、滞在中に越谷南ＲＣのノウハウを学び、
行われている活動を参考にして我がクラブにも提案させてい
ただきたいと考えております。
なお、韓国にご訪問の予定がございましたら、ぜひ皆様を我
が地域やクラブに招待したいです。
改めて、我が家族を招待してくださり、ありがとうございま
した。
皆様のご健康とご多幸を心よりお祈りいたします。
カムサハムニダ！ありがとうございました。
卓話
会員増強維持部門委員長 染谷良雄様（吉川 RC）
「ロータリーで素晴らし
い出会いを」出会いは会
員増強がスタート。
共に行動する仲間つくり
のために。
ガバナー数値目標会員数
３０００名。低い目標を
設定し安心感を与えると、けして結果は思わしくない。高い
目標設定により一人一人が目標に向かい行動する事で達成可
能になる。
出来ない事を探すより出来る事を探してみましょう。
貴方は会員減少に危機感をお持ちでしょうか、誰かがやるの
ではクラブは衰退に向かってしまいます。
「先ず行動」
世界のロータリー会員数は、２０１２年５月末 RI 発表１，

お客様 田一松様から越谷南ＲＣへの記念品の授与
挨拶
皆様、こんにちは。
2012-13 年度、田中
作次ＲＩ会長の「奉
仕を通じて平和
を！」というテーマ
をこころに刻み、越

２３０，２２７人内日本は８９，０９０人。それでは２７７
０地区会員数（２０１２年７月１日）は残念ながら２、４４
３人と大きく減少してしまいました。このように会員が減少
してきたのは様々な要因があると思います。クラブ脱会・ク
ラブ合併・経済的問題・社会的問題・ロータリー広報不足や
入会３年から５年未満退会者が４０%もあります。過去９年

新会員を迎えた２３９１人が現会員は２４４３人と迎えた会
員数分そっくり退会されているのが現状です。このような現
状をクラブ全体で検討して戴き増強維持に邁進お願い致しま
す。
さて、増強はやる気が大事、特に会長のやる気、やる気です。
では皆様５年のうちに会員１人１人、一名の新会員を勧誘し
て下さい。単純な計算ですが、退会者もあるでしょうが、会

新会員の誘い： 全会員で行うようにしている。女性会員の
入会を勧誘。
過去の会員のご舎弟に入会をして頂く。
ゴルフに誘う。
銀行員に予定者を紹介してもらう。
新会員に奉仕活動に参加してもらい、
理解して頂き新会員をさらに紹介して
てもらった。
入会後歓迎会を実施している。

員維持を考え概ね２倍近くになりますので行動をお願い致し
ます。最後に会員増強維持部門セミナーグループデスカッシ
ョン開催したリポートを掲載致しますので参考にして下さい。

予定者： 飲みニューケーション・炉辺・移動例会・
ゴルフ・ソフトボールに勧誘。
月１回 Ｒ情報を流す。

会長部会
入会の誘い： ゴルフ会・飲み会・趣味の会
予定者： 卓話の依頼 下請け業者が効果的。
気軽に昼飯でも食べていかない。
仕事の関係者の間柄で誘う。
推薦者が多いので、３～４名で対応している。
故人のご子息はだめ。
ＪＣ卒業者。
多数のクラブから誘いがあって困っている人
がいる。
例会時間場所に着いては故人のライフスタイ
ルに任せる。
以前入会金を下げたが効果がなかった。
退会防止： カウンセラー導入 オリエンテーションを充
実させる。
入会前にロータリーの説明をきちんとする。
変な人は入れない
１０名の配置のテーブルとし懇親会をする。
クラブ多少負担
増強の利点：会費が増える。委員会活動が活発になる。
活動が楽しくなる。
親睦が広がる。
あたらしい出会いがある。奉仕活動が充実
する。
例会が楽しくなる。会員勉強会が活発にな
る。
家族例会・忘年会は家族同伴で。

会長エレクト部会
増強の利点： 運営資金が増加する。
クラブに活気が出る。
人脈が増える。
異業種交流が出来る。
大企業の方が入会するとステイタスがあが
る。奉仕活動が出来る。
新会員の入会でさらに会員が増える。
同じ役員の交代可能。委員会一人がない。
委員長が２役せずにすむ。
新人の卓話が聞ける。
クラブ運営が楽になる。

退会者： ５年以上退会者がいる。３５歳以下は会費減額
している。
マンネリ化防止を努めている。６０歳代の定年
退職者をターゲツトにしている。

増強維持委員長部会
クラブ内に増えない雰囲気があるかどうか。
合併後は、とても良い雰囲気になった。誰かが会員を入
れるだろうという雰囲気があった。会員増強の話をした
がらない。楽しい雰囲気がない。
いいことがない。風通しが悪い。偉い役柄を受けた人は
距離が出来てしまう。女性会員が多く、活動は楽しく、
充実している。
（浦和ダイヤモンド）
２５名に近づける為には会長本気度が必要。
一人一人が会長のつもりで活動する。
少人数クラブは連帯感がある。
大規模クラブと値がつていつも危機感を感じる。
大規模クラブの近隣クラブでは、経営者は小規模には
回らない。
中村ＰＡＳＴ：リポーター 大宮北東クラブ 長谷川秀明
会員増強ではなく、クラブが強くなり、
人が集まる強増に転換していきましょ
うという言葉をいただいた。
人をただ増やすのでは無く、
クラブ強化
に努める事も大切と教えられました。

他の増強委員長グループ
増強の利点：クラブ活性化。予算が安定。食事の内容が
あがり好評。寄付が増える。
奉仕活動が元気になる。新会員の指導で。
会員の意識高揚につながる。年齢のバラン
スがとれる。
古い会員の刺激、マンネリ化の防止。
異業種交流が出来る。
挨拶が元気になる。
委員会活動が活発になる。

予定者：ゴルフ・飲み会誘う。夜間例会にオブザーバ
ーとして誘う。
例会場に参加、意義のある話を聞いてもらう。

出席報告
例 会
会

新会員 ： 歓迎会時間を空けずに実施。ロータリー情報委
員会と合同勉強会を開く。
新会員オリエンテーションを実施。
その他 ： 残念ながら、クラブ増強委員長の欠席が目立っ
た。
スマイル報告
皆様こんにちは。暑いですね。会員増強お願い致します。先
ず行動・・・染谷良雄様
こんなに盛大に歓迎してくださり、有難うございました。今
後ともよろしくお願いします・・・田 一松様
染谷委員長本日はご苦労様です。韓国の田さんようこそ訪日
ご苦労様です・・・関森ガバナー補佐、石野
100％出席祝有難うございます・・・藤田
第 28 回南越谷阿波踊り 8/21-26 日行います。
皆さんの協賛金
宜しくお願いします・・・吉澤
地区会員増強部門委員長染谷良雄様ようこそ。卓話有難うご
ざいます・・・長谷川、岩淵、中島、齋藤、藤田、吉田、小
林、岸田、神谷、糸賀、中内、中尾
染谷さん卓話ありがとう。チョン一家の出席ご苦労様で
す・・・大熊
染谷部門委員長卓話ご苦労様です。又関森カバナー補佐よう
こそ・・・中野
チョンミン君ご家族の皆様ようこそ・・・染谷、岩淵、小林、
岡田、吉田、中島、深井、石塚、佐藤、
チョンミン君ようこそ。富士登山頑張って下さい・・・清村
チョンミン君、お母さんの料理が美味しいせいか大分太りま
したね・・・遠山
チョンミン君お元気そうで良かったです。ご両親さんようこ
そ・・・赤松
チョンミンさん、お父様お母様、日本の素晴らしさを満喫し
て下さい・・・荒井
お客様ようこそ・・・久木野、木佐、本田、野呂田、池田、
浜野、浅水、
暑くなりました。皆さん体に気を付けて下さい・・・久木野
早退します・・・赤松、加藤
遅刻してすみません・・・佐藤
前回欠席・・・吉澤

平成２４年７月２６日

数

５２名

出席

３４名

出席免除者

１２名

欠席

１６名

出

員

日

席

率

８５．００％

MU 修正率

８７．５０％

前々回 MU

１名

会報担当：荒井

――――― 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

