国際ロータリー第２７７０地区

２０１５～２０１６年度

会長 中島 頼光
幹事 遠山 浩人
会長エレクト 瀬尾 拓也
ＲＩ会 長 テ ー マ『世界へのプレゼントになろう』
地区テーマ
『ロータリーは奉仕を通じて、人づくり、自分づくり』
クラブ会長テーマ『全員参加の楽しい奉仕を、インターネットの充実を目指そう』

平成２7 年 10 月 1 日
【点鐘】
【ロータリーソング斉唱】
【ロータリーの目的唱和】
【四つのテスト唱和】
【ロータリアンの行動規範唱和】
【ゲストビジター紹介】
地区副幹事
染谷 宗一 様
米山記念奨学生
庄 華 さん
【会長あいさつ】
中島会長
やっと涼しくなってきた感じ
がします。
暑さ、寒さも彼岸まで先人は
良い言葉を残してくださいま
した。
今日は、仏教の話をしてみた
いと思います。
「本然清浄」 人は生まれながらにして仏心、清らかな心を
もっているという意味だそうです。ある医師が、暴走族の幹
部である少年が事故を起こし、大腿骨複雑骨折で入院して半
年経ったある日「自分は今日から変わる」と言ってきたそう
です。なぜかと聞いたら廊下を駆け回る看護師さんたちの足
音や、リハビリを続けてくれる先生方の呼吸がみんな自分の
体をよくするための音であったと初めて気づいたそうで、自
分は今日から真人間になって人の為に少しでも役立つ人間に
なりたいと言うことで日頃の暴言に腹を立てていたお医者さ
んが、医者になってよかったとしみじみ感じたそうです。人
は境遇や環境によってどのようにでも変わっていきます。も
ともとは仏さまの心と一つなのです。それを信じてあらゆる
人と接していきたいものです。
群馬県の曹洞宗住職 坂井大岳。禅のことば
俳優の高倉 健さんが八十歳を過ぎて、刑務所に招かれ話を
しに行ったときのことだそうです。高倉 健さんは映画の中
では涙を流す役を一切しないそうで、監督が言っても頑とし
て泣かない。ところが刑務所に行ったとき、
「どうゆう縁があ
って、ここに入ったか知らないが、必ず帰らなければいけな
い。一日も早く帰って欲しい」と言ってポロッと涙をこぼし
たとのことです。これに対して受刑者たちは大変感動をした
とのことです。
「因果一如」
、の一説です、難しいことはプロの方に任せて感
動をしたら受け入れましょう。

第２０２４回例会

抜粋のつづり

その七十四から引用しました。

【幹事報告】
遠山幹事
1.10・11 月のプログラム
2.台風 18 号による東日本激甚災
害の義捐金 5 万円
3.次年度、地区役員推薦
積極的に委員会に出席できる方
、1 名の推薦
4.越谷市民祭り予算
5.車椅子贈呈式の予算
6.台中南區扶輪社子弟交換 送出し収支報告
7.越谷南ロータリーカップ収支報告
8.青少年交換留学生歓迎会収支報告
9.クリスマス夜間例会の予算 12 月 12 日（土）
10.越谷南・東合同夜間例会の予算
10 月 29 日（木） 18：30～ 橋本屋
合同親睦ｺﾞﾙﾌ大会
11.宮古東ロータリークラブ友好クラブ締結の件
締結内容→ 詳細を再度、確認する
12.長期欠席者、会費未納者の件
・地区より伊原ｶﾞﾊﾞﾅｰの地元メディアの出演のお知らせ
10 月 03 日（土） 10 月 10 日（土） 7:40～8:00 FM
NACK5 番組名 「ザ・フロンティアーズ」
10 月 10 日（土） 22：00～22：30 テレビ埼玉
番組名 「埼玉ビジネスウオッチ」
・10 月のロータリーレートは、1 ドル＝120 円
・ロータリー・リーダーシップ研究会(RLI)パートⅡのご案内
日 時： 2015 年 11 月 28 日（土） 受付 9：00
開
会 9：30
終了 17：30（予定）
場 所： 市民会館おおみや
・地区ロータリー財団よりメジャードナー顕彰午餐会のご案
内
寄付金 1 万ドル以上 吉田会員 岩淵会員
地区ポリオ撲滅ﾁｬﾘﾃｨｰコンペの組合せの案内
84 組
336 名
参加者ﾎﾟｽﾃｨﾝｸﾞ
5 組 東 OUT 7:40:00 大熊 進 飯泉 繁雄 中嶋
頼光 木村 一
6 組 東 OUT 7:48:00 遠山 浩人 小林 武弘
【委員会報告】

・ロータリー財団委員会
石川委員長
財団寄付 3 万円、ご協力願いします。
・ロータリー情報委員会
岩淵委員長
10/9（金）新越谷 砂場にて 18：30 より勉強会を開催
します。出席宜しくお願いします。
【卓話 職業紹介 行政書士について】 田中（由）会員
・行政書士業務について
行政書士とは
・行政書士は街の身近な法律家
・いち市民の日常から起業家の
経営にいたるまで生活や経営が
スムーズ行くための手助け
具体的には・・・
・国や県・市町村などの役所に提出する
書類の作成・申請代理・相談など（許可、認可の手続き）
建設業者や宅建業者に関すること
・建設業許可申請・経営事項審査申請
・入札参加資格審査申請・宅建業者免許申請
・電気工事業者登録申請・測量業者登録申請
自動車や運送事業に関すること
・自動車登録申請・車庫証明申請
・貨物運送事業許可申請・旅客運送事業許可申請
・倉庫業登録申請
風俗営業や飲食店業に関すること
・飲食店営業許可
・バー、スナック、キャバクラ等の営業許可申請
・パチンコ、麻雀、ゲームセンター等の営業許可申請
・古物商許可申請
・美容室の営業許可・薬局の開設など
土地、建物利用に関すること
・農地転用許可申請・開発許可申請
・国有財産払下申請
外国人に関すること
権利義務や事実証明に関すること
相続等に関すること
終活セミナー開催などの講師
ご依頼・ご紹介よろしくお願い致します。
【青少年交換学生】
ローラさん、ベラさん

【スマイル報告】
涼しくなって来ました。体調に充分気を付けて下さい。
・・・
中島会長
黄さん、お久しぶりです。元気そうですね。
・・・遠山幹事
お客様ようこそいらっしゃいました。田中（由）さん卓話あ
りがとうございました。
・・・瀬尾エレクト、岩淵会員、中村
（幸）会員、濱野会員、染谷会員、水町会員、石塚会員、池
田会員、石野会員、深井会員、齋藤会員、石川会員、木佐会
員
お客様ようこそいらっしゃいました。
・・・田中（由）会員、
吉田会員
誕生日、記念月祝いをありがとうございました。
・・・本田会
員、石田会員、瀬尾エレクト、中村（直）会員
誕生日、記念月祝いをありがとうございました。今日で開業
18 周年です。
・・・水町会員
誕生日、記念月の皆様おめでとうございます。
・・・加藤会員、
金野会員、海野会員、荒井会員、黄会員
誕生日、記念月の皆様おめでとうございます。遅刻して申し
訳ありません。
・・・土井会員
9/26 越谷東ＲＣの職業奉仕の活動に参加させて頂きまし
た。今後の事業に役に立てたいと思います。
・・・長沢会員
庄華さんお手伝いありがとう・・・田中（誠）会員
遅刻しました。すみません。
・・・仁多見会員
ローラ、ベラ君、今日から衣替えです。
・・・岡田会員
父安治、享年 101 歳で素晴らしい人生を卒業させて頂きま
した。有難うございます。
・・・神谷会員
本日もよろしく・・・赤松会員
本日早退します。
・・・中野会員
スマイル合計 35 件 51,000 円
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会報担当：木佐 謙一

米山記念奨学生 庄 華 さん

【ロータリの友 注目記事】
・Ｐ3 ラビンドラ会長より「ポリオ撲滅物語を語りましょ
う」
・Ｐ13 もっと身近な米山を目指して
・Ｐ24 韓国ソウル国際大会のご案内
・Ｐ69 バナー自慢「越谷南ロータリークラブ」
・Ｐ81 弘法大師とロータリー

――――― 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

