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赤松会長テーマ ： ひかり射し込む 会運営 みんなと共に
【点鐘】
【国歌斉唱】
【ロータリーソング斉唱】奉仕の理想
【黙想】
【誕生月、結婚記念月のお祝い】

【四つのテスト唱和】
【ロータリーの目的唱和】
【ゲストビジター紹介】
・国際ロータリー第 2770 地区
第 8 グループガバナー補佐 原 美光 様
・株式会社ワイ・マックス 山崎 巌 様
・青少年交換来日学生
Antonio ITURRIBARRIA Ramirez 様

【会長あいさつ】
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台風一家も過ぎ去り、久しぶりに秋晴れの日々の中木枯ら
し一番も通り過ぎ本格的な冬の到来かを思わせる寒い日が続
いておりますが会員各位には益々ご健勝にてお過ごしの事と
存じます。
さて、今日は二つの課題についお話いたします｡
① 喫煙室について
屋外若しくは換気できる場所に喫煙室がある会社は全
体の約６割だそうです。喫煙制限を設けていない会社は
７．３％にとどまり９割以上の会社は何らかの喫煙対策
を講じているそうです。喫煙を全く認めていない会社は
２２．１％で完全分煙の会社は５６．２％で最も多い。
喫煙室の設置など設備投資をすれば厚生労働省から２０
０万円の補助金が降りるそうです。
② 社員の不正は会社の所得隠しについて
新聞紙上にて、社員が会社のお金を使い込んだ､或は取
引先よりキャッシュバックを受けていた等の記事が記載
されていますがこれらは全て会社がその社員を告発すれ
ば刑事事件に該当するとともに､税務当局はそれらの金
額を会社の所得として課税するし、また代表取締役の責
任を問われ社長にも課税される場合があります。これら
を防御するには企業内の資金内部牽制をしっかりとして
被害から守りましょう。

【幹事報告】

石川幹事

と思います。ただ、急なことで予算が組めませんので有志で
寄付をお願いした次第です。お蔭様を持ちまして 22 万円の
ご寄付を頂戴しました。ご協力頂いた皆様、有難うございま
した。
台中南訪問について、参加申込をされた方はパスポートの
コピーをご提出ください。有効期限の確認に必要です。
【お客様ご挨拶】
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11. 12 月のプログラムについて(プログラム委員会)
クリスマス例会予算について（案）
（親睦委員会）
家族交流もちつき大会（案）
（親睦委員会）
第 43 回・市民まつり決算報告（社会奉仕委員会）
東日本大震災被災地植樹事業 参加者補助金について
越谷南ＲＣ創立 45 周年記念大会 実行委員長選出につ
いて
⑦ 地区大会のご案内
11 月 11 日（土）第 1 本会議
地区役員・会長、幹事・次年度会長、幹事、
5 大奉仕委員長 希望者
南越谷駅改札口付近 11：40 集合出発
11 月 12 日（日）第 2 本会義 全会員
南越谷駅改札口付近 10：50 集合出発
※両日 昼食は出ませんので、各自食事を済ませてから
集合願います。
※来週の例会（11 月 9 日）は地区大会に例会変更で休
会です。
⑧ モンゴル国との事業について国際奉仕で進めていくこと
になりました。

第 8 グループガバナー補佐
原 美光 様
今回お客様にお見えになった山崎さん、ぜひ入会して頂い
てこのクラブを楽しんでください。
まず、10 月 24 日に中クラブの公式訪問が終わって第 8
グループとしては完了しました。大貫ガバナーからは第 8 グ
ループについてはなんら問題ないと喜んでおられました。そ
して、明日 11 月 3 日は越谷の高校野球大会がありますの
で、会長・幹事さんご出席を宜しくお願い致します。それと、
11 月 9 日、10 日に東日本大震災で大変な被害を受けた場
所へ 1000 本の黒松を植樹することになり、こちらのクラ
ブからは 6 名の参加をして頂けるということで誠に有難う
ございます。さらに、11 日、12 日と地区大会、17 日は IM
記念ゴルフと立て続けに行事がありますが、皆様お力を貸し
てください。どうぞ宜しくお願い致します。

【委員会報告】
【ロータリーの友紹介】

国際奉仕委員会
田中由佳委員長
モンゴル国との国際交流事業について、エルデネット RC
の方が 11/6 の予定でいらっしゃることになりましたので、
クラブとしてウェルカムパーティや近隣の観光等を行いたい

岩淵会員

ロータリーの友
３３ページにディペンドラ君の記事が掲載されています。

・青少年交換ホストファミリーへの御礼 深井会員

【表彰・贈呈】
・RLI パートⅢ卒業

仁多見会員

・青少年交換学生へのお小遣い
アントニオ君
皆さん、こんにちは。今日は日本とメキシコの部活の違い
をお話ししたいと思います。メキシコは 2 時間、週 2 回、週
末は試合だけですが、日本は毎日 3～4 時間、準備運動は日
本だと長いです。試合はメキシコでは礼はしません。今週の
月曜と火曜にハンドボールの試合を見ました。メキシコはサ
ッカーと野球をやっています。ハンドボールとても楽しかっ
たです。これからも宜しくお願い致します。

・米山奨学金
ディペンドラ君
いつも心の深い所から感謝しております。様々な留学生と
交流できてグローバルなネットワークが広がりました。この
きっかけを将来的にも結んで国際的な関係を作りたいと思い
ます。地区大会の 2 日目に他の留学生と一緒にパフォーマン
スをする予定ですので、ぜひ見にきてください。
【RLI パートⅢの報告】

仁多見会員

5 割ぐらい理解していたことが、7 割 5 分ぐらいの理解に
なったと思います。まだまだ分からないことはたくさんある
ので、勉強したいと思います。3 回とも財団の話がありまし
たので寄付は大事なのだと思います。ロータリーの理解を深

めるには良い行事ですので、ぜひ参加してみてください。
【職業奉仕セミナーの報告】

長澤会員

「そうじの力」という会社の方から、整理整頓、清潔、清
掃が大事だというお話でした。いいお話を聞いて、良いと思
う人はたくさんいますが、実行に移す人は 3 パーセントとい
うデータがあります。自分もまだ実行できていないこともあ
りますので、これからそういうセミナーに参加した際には、
実行して会社に取り込んでいきたいと思います。セミナーが
ある際には、皆様もぜひ参加しましょう。
【イニシエーションスピーチ】

小池会員

先月 9 月に入会させて頂いた、せんげん台でパソコン教室、
通信事業を行っております一般社団法人日本 ICT スクール
協会の小池夏代と申します。
簡単な生い立ち：荒川区に生まれ、父は福島県の会津で生
まれ育ち、母は千葉県で生まれ育ちました。幼少期は、父が
会津坂下へ毎年連れて帰ってくれて、猪苗代湖で泳いだりホ
タル観賞・虫取りや魚釣りなど遊びをしていました。
荒川区の小学校・中学校を卒業、北区の女子高に通うなかで
栄養学に興味をもち、池袋にある武蔵野栄養専門学校へ入学
しました。2 年後に卒業をしたときは、バブルが崩壊して超
氷河期でしたが、栄養のアドバイスをする薬局へ就職するこ
とができ、その中で接客業を学んでいきました。その後、結
婚、24 歳で出産し一児の母となりました。しばらく主婦で
いましたが、娘が２歳の時に離婚した後は、コンビニで働き
ながら子供を育てました。そのとき頼りなったのが実家の母
親で、子供の面倒を見てもらって、いろいろな仕事をしなが

ら頑張っていました。
娘にさびしい思いをさせたくなかったので、旅行にたくさ
ん連れて行くようになりました。5 歳のときに北海道へ初め
ての旅行に連れて行きました。今は高校 3 年生になった娘と
あちこち旅行に出かけております。片親ということで子供に
負い目を持たせないようにという思いで、私なりに一生懸命
やってきたという経緯があります。
一般社団法人日本 ICT スクール協会についてお話させて
頂きます。始まりは、１０年前にせんげん台の東口徒歩一分
のところに今の事務所を借り、自立して生活できるようにな
るための学習塾を開校するところでした。
生徒がなかなか集まらず経営に苦心した末に、学童保育を併
設しさらに学習塾のスペースを使ってパソコンスクールを併
設することにしました。教材の使い方や授業の工夫など経営
改善方法について自主的に勉強会を開催し組織化と事業化の
必要性を感じ法人化へ～現在は５０校の加盟になりました。
スクール事業のほかさらに要望を受け展開を広げ、企業研修
事業、非営利型フランチャイズ事業、資格検定事業、通信制
高等学校事業、電気通信事業、物販事業などを取り組んでお
ります。
① スクール事業
・パソコン・タブレット・スマホ教室
・国家資格（公務員・宅建・簿記）
・スタディスタディスクール（自習室）
時代の流れに合わせ自習室という勉強スペースのご提供。
パソコン教室は Word や Excel を教えるだけではなく、
PowerPoint で写真集や本を作成が好評です。思い出作りで
生徒さんと紅葉やイルミネーション撮影バスツアーを企画。
先生がコスプレをしてデジカメ撮影バスツアーなど楽しくす
る工夫をしています。
「笑う門には福来る」ということで、た
だ習うだけではない楽しみながら学ぶスクール運営をしてお
ります。私はメイドさんの格好で富士山まで行ってしまいま
した。
教室には一度に 11 名ぐらいの方々が受講できるようにな
っており、一斉授業ではなく個別授業スタイルでそれぞれの
スキル、レベルに合わせたカリキュラムを作成してご案内し
ております。お隣さん同士では別のことをしていて、講師が
周って個々のご質問にお答えし応対しています。生徒さんの
数だけカリキュラムも存在しきめ細かくなっています。
パソコン・スマホのその他周辺機器の購入もサポートし自分
の用途や予算にあった一台をご案内しています。
・学研教室
週２回の夕方は学研教室に。幼児・小学生を対象に勉強を
教え、自分で考え自分で行動できる子ども達を育てることを
目的にしております。
② 企業研修
オフィスソフトや SNS の研修、コーチングなど行ってい
ます。私はコーチングを勉強したことにより、人前で話した
り自分の意見を言ったりできるようになりました。人間関係
がスムーズになることにも繋がりました。
上司と部下の関係、
親子や恋人関係を上手にするコミュニケーション能力の育成
を行っております。

③ 資格検定事業
・マイクロソフト検定試験会場
・日商 PC 検定試験会場
・CBT-S 試験会場
CBT-S は、パソコンを使って就職試験や国家資格、漢検
などがインターネットでの検定ですので自分の都合で受けら
れるというメリットがあり最近人気があります。

【出席報告】
例 会 日
会
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出
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M U 修正率

平成２9 年 11 月 02 日
51 名

出席

31 名

6名

欠席

20 名

62％

前々回 MU

0名

100％

会報担当：中村

④ 通信制高校事業
一人ひとりに合ったペースで学習し高校卒業資格を取得
することができます。朝 5 時頃の番組「みのもんたの朝
ズバ！」で取り上げられた際には、朝から 1,000 件ぐ
らいインターネットでのアクセスがあり、20 件以上問
い合わせの電話も頂きました。本校は長野県上田市にあ
り越谷学習センターで学ぶことにより高校の単位になる
という仕組みです。今年度は大学進学率も高く普通の高
校と変わりありません。
そのようにして教室経営が順調になってきた矢先に、
3.11
東日本大震災が発生しました。遠く離れていても自分たちで
何ができるかを考え、職業を活かしてインターネットを使い
学習支援を実施したり、被災した保育園で夏祭りのイベント
を実施したりしました。高校生・PC の生徒さんと被災地巡
りを行い自分の目で現実を知っていただき支援の必要さを訴
えています。力を入れているのが被災した商店から直接海産
物を買い取り、それを皆さんに販売するという活動で、越谷
産業フェスタで毎年続けております。本日も私は石巻に行っ
て保育園にストーブを届けてきますが、そこで海産物を買い
付けてきます。
今後は新電力、光コラボレーション事業をメインにして地
域にインフラ事業を広め地域貢献、地域活性化に寄与して参
ります。

【お弁当】

【スマイル報告】
お陰様で
スマイル
累計

31 件 44,000 円
685,352 円
ありがとうございます。

――――― 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

