国際ロータリー第２７７０地区

２０１４～２０１５年度

会長 染谷 宗一
幹事 荒井 信宏
会長エレクト 中島 頼光
ＲＩ会 長 テ ー マ『ロータリーに輝きを』
地区テーマ
『ロータリーはひとづくりそして奉仕』
クラブ会長テーマ『ロータリーであなたの素晴らしい魅力を出そう』

平成２６年１１月６日

本日の例会は、第 35 回越谷市児童生
徒国際理解図画展準備等の為、サンシ
ティホール 4 階楓の間にて開催でした。

第１９８１回例会
深井良孝会員
斎藤寿一会員
瀬尾拓也会員
中島賴光会員
神谷治善会員
二川雅之会員
田中 誠会員

【ゲストビジター紹介】
第 2770 地区第 8 グループガバナー補佐
浅水 尚伸 様
第 2770 地区第 8 グループガバナー補佐幹事
二川 雅之 様
【会長あいさつ】
染谷 宗一 会長
【点鐘】
【国歌斉唱】
（君が代）
【ロータリーソング斉唱】
（奉仕の理想）
【四つのテスト唱和】
（職業奉仕）野呂田昭仁委員長
【誕生月祝い】

糸賀正修会員
石塚一男会員
中内啓夫会員

【記念月祝い】

皆様こんにちは。ここの処、目白押しで行事が重なり皆様
には大変な思いをさせておりますが宜しくお願い申し上げま
す。 本日は、早朝より図画展の準備ご協力ありがとうござ
いました。第 35 回の越谷市児童生徒国際理解図画展を開催
する節目の記念する年となりました。この間に台中南クラブ
より 4 名の方がおい出になります。11 月 10 日に歓迎会を
開催致します。みなさま多くの方の出席をお願い致します。
11 月 11 日は、表彰式がございますので、皆様のご協力を
頂き成功させたいと思います。 そして、後ほど社会奉仕委
員長よりご挨拶があるかと思いますが、市民祭りご協力あり
がとうございました。ミニエスエルモ 1500 名以上の乗客

が有りました。 また、
東クラブとの合同例会成功裏にでき、
親睦委員長の久木野委員長を始め関係各位の皆様に御礼申し
上げます。 図画展の最中では有りますが、11 月 7 日、8
日と宮古東ロータリークラブを通じて復興支援の植樹を行い
ました。それを検証するため吉田パスト、大熊地区ライラ委
員長、水町会員で視察に行きます。宮古東ロータリークラブ
の皆様とも懇親を深めて参りたいと思います。 そして、11
月 15 日～16 日は地区大会が有ります。浅水ガバナーを輩
出するクラブとして全員出席で皆様に地区大会の雰囲気、心
構えを学んで頂きたいと思います。お願いばかりで申し訳あ
りませんが、皆様のご協力の程宜しくお願い申し上げます。
【幹事報告】
荒井 信宏 幹事

【委員会報告】
国際奉仕委員会
濱野 高成 委員長
本日は朝早くから会場設営等、本当にご苦労様です。最
後までどうぞよろしくお願い致します。
ロータリー財団常任委員会
斎藤 寿一 委員長
今日からロータリー財団
の寄付集めます。よろし
くお願い致します。

親睦委員会
久木野 光弘 委員長
東クラブとの合同ゴルフ会、夜間親睦会ありがとうござ
いました。12 月 20 日にはクリスマス夜間例会、28
日はもちつき大会がございます。
地域広報・雑誌委員会
石川 勝利 委員長
ロータリーの友 ⑪
・Ｐ13「ロータリー平和フェローシップ」入門
・Ｐ17～21 インターアクターの記事
・Ｐ24～26 ロータリーデー 各地区の活動
等々…是非ご一読下さい。
＜吉田パストガバナー＞
10/30～11/5 まで、オ
○ 理事会報告
ーストラリアのキャンベルタ
１ 11、12 月のプログラムについて承認されました。
ウンシティという所へ行って
２ 第 40 回越谷市民祭りの収支報告について承認され
きました。越谷市はこのキャ
ました。
ンベルタウンシティと姉妹都
３ クリスマス夜間例会予算案について承認されました。
市として交流をしております。
４ 家庭集会の開催について承認されました。
今年で締結 30 周年となり、
５ 韓国インターアクト訪中団受入れについて承認され
記念すべき年となりました。みなさまに、越谷市国際交流
ました。
協会というものがあることを 是非知って頂きたいです。
６ 次年度の理事、役員について承認されました。
ＨＰもあります。
○ その他
【スマイル報告】
・ 地区大会記念ゴルフ大会中止に伴う個人負担登
本日は、
例会会場の関係でスマイル用紙が有りませんでした。
録料返還と記念品についての案内が来ています。 全 員・・・・・・・・図画展をみんなで頑張りましょう！
・ 2014 年 11 月のロータリーレートは 1 ドル＝
【出席報告】
106 円です。
本日は、例会会場の関係で出席簿が有りませんでした。
・ 来週の例会は例会変更（図画展・表彰式 14:30
例 会 日
平成２６年１１月６日
～）です。11 月 11 日（火）12:00 コミュニ
会 員 数
５４名
出席
34 名
ティセンター・ポルティコホール前に集合です。
出席免除者
―
欠席
―
食事は 11:30～グルメハウスにてできます。
出 席 率
前々回
・ 地区大会の案内
―
MU
―
11 月 15 日（土）第 1 日本会議
M U 修正率
―
会報担当：小山 栄一
登録開始 13:00 大宮ソニックシティ小ホール
登録対象者は、地区役員・会長、幹事・次年度会
――――― クラブプロフィール ―――――
長、幹事・各奉仕委員長
【姉 妹 ク ラ ブ】 国際ロータリー第 3460 地区
南越谷駅改札口に 12:00 集合です。
（食事は済
台中南区扶輪社（中華民国台中市）
ませて来て下さい。時間になったら出発します。 【例
会
日】 毎週木曜日（PM0：30～1：30）
11 月 16 日（日）第 2 日本会議
【例会場・事務局】 〒343-0842
登録開始 12:45 大宮ソニックシティ大ホール
越谷市蒲生旭町 10-14 中野ビル 2 階
登録対象者はクラブ全会員になっています。
TEL 048－987-5761
南越谷駅改札口に 11:50 集合です。
（食事は済ま
FAX 048－987-5762
せて来て下さい。時間になったら出発します。
E-mail info@koshigayasouth-rc.jp

