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会長挨拶
小林光蔵会長
北クラブの皆様方、本日は
ようこそおいで下さいました。
稲垣さんは私の学校の大先輩
であり、いろいろな時いろい
ろな場所でご指導を受けてま
す。又、面倒見が良くロータ
リーで大きい顔をしていられ
るのも稲垣さんのお陰だと思っています。又、吉澤幹事とも
学校が一緒で、年間を通すと 4～5 回は酒を飲んでいる仲で
あります。
5 年前、石田年度の時が稲垣ガバナー補佐だった訳です。
その補佐幹事が今の石川会長だった訳です。それ以来特別に
会長とは仲良くなりました。
1 年ちょっと前、私が会長を引受けるかどうか迷っている
時、稲垣大先輩から電話が有り、光蔵さん北はテルさんに会
長が決まったから早く会長を受けなさい、石川さんの後をつ
いて行けばいいんだよ、彼が全部やってくれるから、会長挨
拶も石川会長が云った事を真似すればいいんだから。
安心しました。そして決心したのです。これからも「石川
さん」
「吉澤さん」と云える仲間でいたいですね！
7/4 創立 40 周年実行委員会が大門にてありました。今まで
の経過説明に続きギャザホールの会場について、又南校の生
徒さん達について幅広く話し合いが 3 時間に渡り行われまし
た。
すでに組織図は出来上がっています。近い内に会員の皆様
方にも石田委員長さんのほうより報告があると思います。
（お
疲れ様でした）
7/5 第 8 グループ会長幹事、そしてガバナー補佐で新年会
に当たり高橋越谷市長に 12 名で表敬訪問に行ってまいりま
した。40 分に渡り会合を持ち、今後市長との懇親を深めて行
く事を確認しました。
10 月に市長選を控えどうかな？と思っていましたが、自信
があるせいか落ち着いていました。ただ残念だったのは、会

第１９１６回例会

長達にもっと話をさせて欲しかったです。
本日はクラブ協議会を行いますが、各委員長さんより事業
計画についてご説明お話があると思います。力を込めて発表
して下さい。宜しくお願い致します。
さてロータリー月間は各月ごとに定められていますが、5
月と 7 月は特にありません。来月 8 月は、会員増加月間にな
っております。当クラブは、第 1 例会において松田会員、石
川会員、そして小山会員、3 名の新入会員が入会されました
が、その後の増強が大切だと私は思います。
皆様全員が増強委員と思って頂き、今年度 60 名の会員数
に近づけて行きましょう。誰かがやってくれるではなくて、
あなたでしょう。そして今でしょう。
幹事報告
中島賴光幹事
１． ＲＩ本部日本語課よりメー
ルが届いております。
ﾛ ｰ ﾀ ﾘ ｰ の友 昨年 11 月号
「Object of Rotary」ﾛｰﾀﾘｰ
の目的に成りましたが新訳
の一か所に文言の違う部分
がありました ﾛｰﾀﾘｰ友掲載のが正しﾛｰﾀﾘｰの目的第2職
業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事はすべて価値あ
るものと認識し、ﾛ社会に奉仕する機会としてロータリ
アン各自の職業を高潔なものにすること
２． 地区より広報部門のセミナーの案内が届いております
8 月 31 日（土）地区セミナーの日程表作成致しました
受付のところに張り出しておきますので関係委員長さ
んは御確認下さい
３． 今週末 13 日（土）は新世代部門委員会です
４． 地区より第 12 回日韓親善会議の参加登録の案内が届い
ております
場所 韓国ｸﾞﾗﾝﾄﾞ･ﾊｲｱｯﾄ･ｿｳﾙﾎﾃﾙ
日時 2013 年 10 月 19-20 日
締め切り 8 月 16 日
登録料 一人 22,000
５． 越谷クラブより 7 月の予定がとどいております（掲示板
に張り付けておきます）
東クラブより 7 月 8 月のプログラム届いております（掲
示板に張り付けておきます）
６． 地区より地区役員及び協議会プログラムの訂正が届い
ております
事務局の壁に張り付けておきます

○委員会報告
・ロータリー情報委員会

吉澤幹事挨拶

池田委員長
本日は、４月２１日から２６
日まで開催された規定審議会
についてお話したいと思いま
す。インターネットで検索す
れば出てきますので、ご存知
の方も多いと思います。
規定審議会の決定報告書には
「立法案反対表明書式」が収められています。ＲＩ細則第８.
１４０.３項に準拠し、クラブは採択された制定案あるいは決
議案のいずれに対しても、本書式を用いて反対を表明するこ
とが出来ます。漏れなく記入された書式は、２０１３年８月
２３日までにエバンストンのＲＩ世界本部に必着しなければ
なりません。審議会が採択した立法案について、この期日ま
でに必要数の反対票（クラブの有効投票の少なくても５％に
相当するクラブが反対の意思表示をした場合）が提出された
場合は、その立法案は一時保留とみなされます。一時保留と
されてから１カ月以内に投票用紙が用意され、各クラブに配
布されます。この投票は、一時保留とされた立法案について
審議会決定が支持されるべきかどうかを問うものです。投票
はＲＩ細則８.１４０.５、８.１４０.６、８.１４０.７の各規
定に則って実施されます。投票の結果に基づき、一時保留の
立法案が無効となるかまたは復権するかが決まります。
（詳細
は皆さんがお持ちの手続要覧に載っています）
各クラブは、審議会の決定のいずれかに反対する場合にのみ
「立法案反対表明書式」を返送することになります。反対が
ない場合は、何も提出する必要はありません。
これらの手続きがなされた後に、２０１３年の手続要覧が皆
様の手元に配布されますので、早くて年末、遅いと来年の３
月頃になってしまうのです。
なお、規定審議会および一時保留の案件につきましては、過
半数で決せられますので、本年も２票差で決定されたものも
あることを申し添え致します。
具体的な内容については、今後３分間スピーチでお話したい
と思います。
・国際奉仕委員会
加藤委員
台中 RC 会員の子弟のホームステイについて
最初 8 月 15 日より 22 日までとの事でしたが、南高の都合に
より、8 月 22 より 27 日までとなります。
○お客様挨拶
越谷北ＲＣ 石川会長挨拶
本日は越谷南ＲＣにお邪魔
しております。当ＲＣの 35
年式典は中止となりました。
当ＲＣ、
南ＲＣと 38 年間のお
付き合いさせて頂いておりま
す。中等学校野球大会があり
ます。宜しくお願いします。

入会 8 年目で幹事となりま
した。高校野球で 2 度甲子園
へ挑戦しましたが、うまくい
きませんでした。吹奏楽部が
野球の熱戦を応援しておりま
す。
稲垣勝三様挨拶
日頃大変お世話になってお
ります。先日の東ＲＣとの合
同例会、
有難うございました。
新年度、小林会長は小生の後
輩です。来年、貴ＲＣクラブ
の 40 周年が行われるとの事
ですので、手前どもも出来る
限りご支援したいと思います。
前澤愛理沙さん挨拶
11 年、12 年度お世話にな
りました。7 月 11 日帰国しま
した。どうも有難うございま
した。現在、独協大学に在籍
しております。会員の皆様の
子弟、お孫さんなど希望者が
おりましたら、是非留学して
下さい。
○クラブ協議会
・クラブ管理運営部門 深井委員長
8 月からのホームステイが計画されております。年度計画
書の 37 ページに基本方針、活動計画が記載されています。よ
く読んで下さい。
・出席委員会
加藤委員長
年度計画書に計画が書かれています。皆様のご出席、宜し
くお願いします。
・プログラム委員会
清村委員長
納涼会などの親睦会夜間例会を計画し、会員相互の交流を
計りたいと思います。
・会報委員会
荒井委員長
ホームページに掲載しますが、写真を多くしてクラブの不
雰気を伝えたいと思います。
・親睦委員会
野呂田委員長
結婚記念日、誕生祝い、今まで通り継続します。結婚日の
花束は評判良かったので同様にします。
・ＲＣ情報委員会
池田委員長
月 1 回、3 分間スピーチを行います。再入会の方は入会金
免除です。インターネットでも見れるようにします。上期・
下期 1 回ずつ炉辺会合をします。3 年未満の会員の方。
・地域広報雑誌委員会
水町委員長
年度計画書をご覧ください。ＲＣの活動計画、イベント等
を広報したいと思います。ロータリーの友への記事を載せた
いと思います。
・会員増強維持促進選考委員会
岡田委員長
年度計画書の 39 ページをご覧ください。

スマイル報告
本日はお世話になります・・・石川会長
本日はお世話になります。小林会長、中島幹事、1 年間よろ
しくお願い致します・・・吉澤幹事
小林、中島丸、無事の出航お祝い申し上げます・・・稲垣様
越谷北ロータリークラブの皆様ようこそお越し下さいまし
た・・・小林、石塚、石田、浅水、飯泉、本田、池田、岩渕、
石野、深井、加藤、小林、清村、水町、濱野、木佐、九木野、
藤田、佐藤、糸賀、神谷、岡田、奥野、池田
お客様ようこそ。1 年間よろしくお願いします・・・中島
リスボン世界大会参加のご報告ご苦労様です・・・奥野
クラブ協議会発表ご苦労様です。Ｒ１世界大会の発表宜しく
お願いします・・・岩渕
子供達を台中南ＲＣへホームステイさせましょう・・・赤松
暖かくて、いい陽気になりました・・・神谷
暑い日が始まりました。身体に気を付けて頑張りましょ
う・・・中島
多数の会員の皆様、花火協賛金ありがとうございました・・・
飯泉
誕生祝を忘れていました。先週忘れていましたので頂いてお
ります・・・岩渕
親睦での初めての仕事です。夜間例会よろしくお願いしま
す・・・野呂田
中島幹事、禁煙して 10 日ですね。禁断症状の峠は過ぎました
ね・・・遠山
前澤さん、誕生日おめでとうございます・・・小林、池田、
赤松
本日、遅刻すいません・・・斎藤
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今年度も記念月には、お花をお送り致します（親睦委員会）
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７月５日(金)市長 表敬訪問
第８Ｇガバナー補佐・補佐幹事・会長・幹事の１２名で
ご挨拶に行って来ました

率

６４％

MU 修正率

％

会報担当：中尾
７月１２日(金)事務局研修へ参加させて頂きました。

――――― 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

