国際ロータリー第２７７０地区

２０１３～２０１４年度

会長 小林 光蔵
幹事 中島 賴光
会長エレクト 染谷 宗一
ＲＩ会長テーマ
「ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を」
クラブ会長テーマ 「ロータリーは常にあなたをみがく」

平成２５年７月４日
点鐘
国歌・ロータリーソング斉唱「奉仕の理想」
四つのテスト
誕生月祝い
岩淵 秀一 会員
中島 賴光 会員
記念月祝い
小山 栄一 会員

お客様

第 8 ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐
小暮 進勇 様
〃
ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐幹事 大野 祐肇 様
越谷ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 会長
江原 武男 様
〃
中島 美三郎 様

会長挨拶
小林光蔵会長
みなさん こんにちは
このたび伝統ある越谷
南ローターリークラブの
第４０代会長に就任いた
しました小林光蔵でござ
います。一年間一生懸命
に務めてまいりますので、
ご指導ご鞭撻の程よろし
くお願い申し上げます。
私は平成９年、河内、大熊年度に小堀さんと云う方の紹介
で入会させていただきました。石田さん瀬尾さんあたりが入
会時であります。
前年度八潮ロータリークラブ所属の田中作次氏が日本人
として３人目の国際ロータリー会長という大役を務められま
した。ご苦労様でございました。
又、今年度ＲＩ会長ロンＤパートン氏は「ロータリーを実
践しみんなに豊かな人生を」
、
地域社会の問題を自分自身の責
任として受け止め、それに基づいて行動し、イニシアチブを
発揮し最善の努力をすること、簡単な道ではなく正しい道を
歩むことを意味するそうです。
そして２７７０地区ガバナーには渡邊和良氏就任され、地

第１９１５回例会
区活動方針として「奉仕の心を行動に移そう」
１． ＲＩ戦略計画の理解と実施
２． 財団目標のポリオ撲滅への支援
３． 会員増強と維持
４． 新世代奉仕
の４点に力を入れて、渡邊ガバナーは活動していく考えだそ
うです。
私は今年度会長を務めさせていただくに当り「ロータリー
は常にあなたをみがく」
会長テーマにさせていただきました。
今まで１７年間に渡りお世話になってきたロータリー活
動において、又、人生においてあらゆる事に対し勉強させて
いただきました。常に私はロータリークラブは教室だと思っ
ております。
１年間皆様のご協力を得て参りますので宜しくお願い申
し上げます。
幹事報告
中島賴光幹事
１． 定例理事会の報告
２． クラブ年度計画書が
出来上がりました。
３． ロータリーの友と月
信が届いております。
４． 地区よりＲＹＬＡ報
告書が届いておりま
す。
５． 地区より地区分担金・特別分担金納入のお願いが届いて
おります。
６． 地区よりロータリー財団の承認と地区補助金の振込み
について確認事項が届いております。
７． 7/20・あけぼの学園より納涼会の案内が届いております。
社会奉仕委員に付託
８． 越谷市民祭りオープニングパレードの葉書が届いてお
ります。社会奉仕委員に付託
９． 地区より各委員会のセミナーの開催案内がきておりま
す。7/27Ｒ財団・8/3 米山記念・8/10 管理運営部門会長
Ｅ管理運営・Ｒ情報委員長 7/20 奉仕部門（職奉仕・国
際奉仕・社会奉仕・会長Ｅ）
・7/13 新世代委員長
１０． ポスティングしてありますネクタイは今年度会長
のプレゼントです。

委員会報告
・国際奉仕委員会
赤松委員長
今年度は台中南ＲＣに 8/22～8/27 に７名送り出すことにな
っています。よろしくお願いします。
・富士登山担当
吉田会員
今年の富士登山日は8月1、
2日です。
よろしくお願いします。
行事入会式
石川 勝利様 小山 栄一様 松田 和久様

越谷ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ会長 江原 武男 様
越谷南ロータリークラブ５５名のロータリアンの皆様こんに
ちは。私は、越谷ロータリークラブ第５３代会長になりまし
た江原武男です。
小林会長様、中島幹事様、第１回目の例会開催、誠におめ
でとうございます。心よりお祝い申し上げます。
小林会長様とは会長幹事会でお世話になっておりますが、
非常に気配り、心配りされる方で信頼のできる兄貴と慕って
お付き合いをさせて頂いております。
私の例会が２日前の火曜日に開催致しましたが、例会に先
駆け心温まる電報を贈って頂きました。本日はそのお礼も込
めてお邪魔させて頂きました。
また、本年度創立４０周年ということで重ねてお祝い申し
上げます。今後共何かとお世話になると思いますが、よろし
くお願い申し上げます。

お客様
第 8 ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 小暮 進勇 様
今年度、第 8 グループ
ガバナー補佐を務めます
小暮進勇です。そしてガ
バナー補佐幹事を務めま
す大野祐肇さんです。宜
しくお願い致します。
前年度の、岩淵秀一会
長、染谷宗一幹事には一
年間ご苦労様でした。ほっとされているところだと思います
が経験者として今年度を応援頂ければと思います。
そして今年度の小林光蔵会長、中島賴光幹事には小林光蔵
会長らしさを出して一年間頑張って頂きたいと思います。私
も微力ではありますが応援させて頂きたいと思います。
また、今年度は当クラブが４０周年を迎えられると伺って
おります。準備等何かと御苦労あるかとは思いますが、式典
に参加させて頂くことを楽しみにさせて頂いております。
私の主な役割は、渡邊和良（浦和北ＲＣ）ガバナーの地区
活動方針等を小林光蔵会長、中島賴光幹事にお伝えし当クラ
ブが効果的に運営されるよう支援することにあります。
したがいまして、先ほども申し述べました通り大野祐肇ガ
バナー補佐幹事と共に当クラブを側面から応援させて頂く所
存ですので宜しくお願いします。
また、今年度は各会長さんが合意され合同新年例会が開催
される予定になっております。越谷クラブさん中心に進めら
れることになっておりますので楽しみにしております。
第 8 グループ（越谷５ＲＣ）と致しましても記憶に残る楽
しい活動が出来ればと考えております。ＩＭ（インターシテ
ィミーティング）
、
ＩＭ記念ゴルフ等何かと皆様にご協力頂く
事があると思いますが、一年間、宜しくお願い申し上げご挨
拶とさせて頂きます。

スマイル報告
小林会長、中島幹事、新年度のスタートおめでとうございま
す。１年間よろしくお願い致します・・・小暮ガバナー補佐、
大野ガバナー補佐幹事
小林会長、中島幹事、初例会おめでとうございます。創立４
０周年もあわせておめでとうございます・・・越谷ＲＣ江原
会長
小林会長の船出、誠におめでとうございます。一年間元気で
頑張って下さい。岩渕直前会長、ご苦労様でした・・・越谷
ＲＣ中島パスト会長
毎度お世話になっております。今年度もどうぞよろしく御願
い致します・・・大門スタッフ一同
会員の皆様方、１年間協力して下さい・・・小林会長
お客様ようこそ・・・中島（幹事）
、岩渕、石塚、石野、二川、
吉田、奥野、池田、深井、神谷、小林、佐藤（陽）
、石田、中
野、飯泉、池田、黄、瀬尾、大熊
入会の皆さんおめでとう。ようこそ・・・岩渕、奥野、佐藤、
瀬尾、本田、中村、神谷、岡田、田中、仁多見、豊田、水町、
清村、吉田、赤松、
小林会長、中島幹事、おめでとうございます。よろしくお願
いします・・・奥野、小林、石田、中野、池田、黄、瀬尾、
斎藤、染谷、糸賀、小林、加藤、荒井、飯泉、藤田、木村、
木佐、本田、水町、神谷、岩淵、吉田、浅水、
小林、中島丸、無事帰港する事祈る・・・大熊
小林、中島年度の船出を祝します・・・中尾
小林、中島年度、一年間頑張って下さい・・・中村
４０周年のスタートを祝う・・・赤松
岩淵・染谷年度、お疲れ様でした・・・加藤
心機一転、またよろしくお願いします・・・石川
これから末永くよろしくお願い致します・・・松田

誕生祝い。自分のです！・・・中島
7/27 越谷花火大会です。皆様のご協力お願いします。後で集
金に参ります・・・飯泉
小山栄一さん、石野栄一さん、本田栄一さん、栄一コンビか
らトリオになりました・・・遠山
早退します。申し訳ございません・・・佐藤（太）
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――――― 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
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