国際ロータリー第２７７０地区 ２０１６～２０１７年度 越谷南ロータリークラブ 会報

会長 瀬尾拓也
会長エレクト 赤松則宏
幹事 加藤修子
会報委員長
荒井信宏
ＲＩテーマ：人類に奉仕するロータリー
地区テーマ：楽しいロータリークラブを作り上げよう

平成 28 年１１月２４日
【点鐘】
【ロータリーソング斉唱】我等の生業
【ゲストビジター紹介】
地区補助金運営委員 伊藤 信男様
越谷中ＲＣ 会長 佐々岡 修様
越谷中ＲＣ 幹事 中村 隆雄様

【会長あいさつ】
瀬尾会長
まずは、11/12・13 に行われました地区大会につきまして、
皆様たいへんお疲れ様でした。浅水ガバナーをはじめ、地区幹
事、副幹事、地区役員、吉田大会委員長をはじめ、実行委員会
の役員、各部会に配属された会員の皆さん、そして台中南区Ｒ
Ｃからのお客様を接待していただいた小林委員長をはじめとす
る国際奉仕委員会さん、皆様がそれぞれの立場、役割にお力を
存分に発揮された結果、地区大会は盛大に執り行われ、無事終
了することが出来ました。改めて皆様のご協力に感謝を申し上
げます。
まだこれで今年度が終わったわけではありません。今後とも
なお一層私たち越谷南ロータリークラブが活発になり前進でき
ますようにご支援、ご協力をよろしくお願い申し上げます。明

第２０７８回 例会

日、皆さんでお互いに労をねぎらう意味で打上げを企画いたし
ましたので、お時間の都合がつく方は是非ご参加をよろしくお
願いいたします。
そして、11/19・20 で宮古へ訪問して参りました。宮古東ＲＣ
との友好の継続、ＩＡＣ同士の友好のきっかけづくり、植樹事
業の計画、それぞれ確認することが出来ました。また、ＩＡＣ
の学生、ディペンドラ君、マリアナさんにとっても良い経験が
できたのではと思います。報告については次回の例会にて予定
をしておりますが、たいへん良い旅ができたかなと思っていま
す。お世話をしていただいた水町青少年奉仕委員長にはたいへ
んご苦労様でした。この「次世代につなぐ、
『絆』プロジェクト」
には終わりはありません。また、機会があれば宮古を訪れたい
なと思っております。皆様ご協力たいへんありがとうございま
した。
さて、この宮古の事業もＲ財団の地区補助金を利用させてい
ただく事業になります。本日は地区Ｒ財団部門 地区補助金運
営委員の伊藤様に卓話をお願いしています。皆様にはＲ財団の
寄付金がどのようなものかを再度ご確認いただき、義務ではな
く自ら寄付をできるようになればいいかなと思っておりますの
で、よろしくお願いいたします。

【幹事報告】
加藤幹事
1、 国際ロータリー第 2770 地区ガバナー 浅水尚伸様、地区大会
委員長 吉
田豊治様、地区大会幹事 池田玄一様、地区幹事 染谷宗一
様より皆様への感謝の意を表しましたお礼状が届いておりま
す。
2、 越谷ロータリークラブより本年 5 月 8 日（土）に開催されました
創立 55 周年記念式典の記念誌が届いております。事務局に
おいてありますのでご覧下さい。
3、 地区大会に訪日下さいました台湾南區ＲＣの記念誌と会員名
簿を事務局
におきましたのでご参考にご覧下さい。また、
皆様に「お菓子とスカーフ」を頂きました。
4、 ロータリー・リーダーシップ研究会（ＲＬＩ）パート3のご案内が届
いております。今年度最後の開催となります。

日時： 2016 年 12 月 17 日（土） 受付 9：30 開会 10：00
場所： 越谷コミュニティセンター
5、 国際ロータリー第 2770 地区ガバナー 浅水尚伸様、米山記念
奨学部門担当諮問 大塚信郎様、米山記念奨学部門委員長
栗原偉憲様より
米山記念奨学部門「感謝の集い」のご案内が届いております。
日時：2016年12月23日（祝） 登録開始12：50 点鐘13：30
会場： ラフレさいたま 3 階櫻ホール
6、 埼玉県立越谷南高等学校吹奏楽部より第 16 回ウインターコン
サートのお知らせが届いております。
日時： 2016 年 12 月 26 日（月）開場 14：30 開演 15：00
場所：越谷コミュニティーセンター 大ホール
7、 公益財団法人ロータリー米山記念奨学会より「ハイライトよね
やま 200」が届いております。掲示させて頂いておりますので
ご覧下さい。
8、 浦和北ロータリークラブより 11 月 23 日（水）午前 10：00～ 見
沼田んぼ福祉農園第一農園にて参加費無料で「里芋堀と収穫
野菜のバーべキュー」大会のお知らせが届いております。詳
細は事務局まで
9、 国際ロータリー日本事務局 クラブ・地区支援室 島村耕介様
よりアトランタ国際大会、参加ご検討への参考資料が届いて
おります。詳細は事務局まで
10、 国際ロータリー第 2770 地区ローターアクト 2016～2017 年度
地区植樹活動のスケジュールが届いております。
日時： 2016 年 12 月 3 日
植樹場所： 宝登山 ロータリーの森
詳細は事務局まで
11、 瀬尾会長と石野会員より「宮古のおみやげ」を頂きました。

【表彰・贈呈】

《クラブ表彰》
Ｒ財団
・年次基金への一人当たりの寄付額上位 3 クラブ
・100％ロータリー財団寄付クラブ
・ポリオプラス基金＄1500 以上寄付クラブ
米山
・第 34 回米山功労クラブ
《個人表彰》
・Ｒ財団ＰＨＦ石川会員
・Ｒ財団ＰＨＦ＋2 赤松会員
・Ｒ財団ＰＨＦ＋4 斎藤会員
・Ｒ財団ＰＨＦ＋5 中島会員
おめでとうございます。

【卓話】地区補助金運営委員 伊藤 信男様

【ゲストビジター紹介】
越谷中ＲＣ 会長 佐々岡 修様
越谷中ＲＣ 幹事 中村 隆雄様

【会長ノミニー発表】
会長ノミニー 荒井 信宏ノミニー

次世代へつなげる、被災地「絆」プロジェクト
宮古市訪問 11 月 19 日～20 日

山桜苗木の植樹予定地
宮古東ＲＣ・インターアクトクラブの皆様と

宮古商業高校インターアクトクラブの生徒に
ハンドマッサージを受ける

たろう観光ホテルでホテルのオーナーが撮ったビデオを真剣
に見ています。

越谷南高校インターアクターと宮古商業インターアクター
の交流

たろう観光ホテルここの６Ｆから撮った映像でした。

瀬尾会長と宮古東ＲＣ山崎パスト会長様

【スマイル報告】
お陰様で
スマイル合計２８件
【出席報告】
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会報担当：石川

――――― 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）
【友 好 ク ラ ブ】 国際ロータリー第 2520 地区
宮古東ロータリークラブ
【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

