国際ロータリー第２７７０地区

２０１５～２０１６年度

会長 中島 頼光
幹事 遠山 浩人
会長エレクト 瀬尾 拓也
ＲＩ会 長 テ ー マ『世界へのプレゼントになろう』
地区テーマ
『ロータリーは奉仕を通じて、人づくり、自分づくり』
クラブ会長テーマ『全員参加の楽しい奉仕を、インターネットの充実を目指そう』

平成２7 年８月 2７日 第２０２０回例会
【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】
・国際ロータリー第 2770 地区
ガバナーエレクト 浅水尚伸様
第 8G ガバナー補佐 中島美三郎様
第 8G ガバナー補佐幹事 豊田高行様
・財団奨学生
寺戸佑希様

補佐、越谷 RC 澤田会長、北 RC の大熊会長、東クラブ小池会
長、坪井幹事も参列して頂きまして、盛大に執り行うことが
できました。出席して頂きました各クラブの会長、幹事さま
には御礼申し上げます。
昨日 26 日は北 RC へ表敬訪問に行ってきました。越谷 RC
の会長幹事と同じ日になったのも奇遇ですが、地区の方より
増強委員会の卓話も同じになり本当に奇遇でした。
28 日明日サッカー大会の決勝戦が行われます。青少年委員
会のサッカー担当野呂田会員も朝早くから汗を流し頑張って
頂いております。
本日近況報告とで挨拶を終わります。
【幹事報告】

【会長あいさつ】

中島会長

本日は、第 8 グループ中島ガバナー補佐をお迎えし、9 月
11 日ガバナー公式訪問のリハーサルを行います。どうぞご
協力ください。8 月 22 日ベルギーから来日のローレそして
23 日にはアメリカから来日のベラさんが無事到着されま
した。2 人そろって 24 日に学校のほうへ行きまして制服の
寸法、学校のルール等説明を聞きまして本人たちも納得の
様子でした。詳しくは青少年委員会から発表があると思い
ます。
また国際奉仕委員会で台湾台中との短期子弟交換留学も
ありました。帰国時に台湾のほうで台風が直撃の恐れで大変
心配をいたしましたが、無事定刻通り帰国することができま
した。御尽力いただきました各委員長さん大変お疲れ様でし
た。
25 日には U１４サッカー大会の開会式があり中島ガバナー

遠山幹事
中島美三郎ガバナー補
佐、豊田ガバナー補佐
幹事ようこそいらっし
ゃいました。本日のク
ラブ協議会、よろしく
お願いします。

１、明日８月 2８日（金）越谷南ロータリーカップ１０時～
西中と千間台中の決勝戦
富士中と新栄中の三位決定戦が行われます。
２、 ９月 ４日（金）日韓親善会議の開催
出席者
中島会長、吉田副会長
浅水ガバナーエレクト
染谷地区副幹事
３、 宮古東ロータリークラブより宮古商業高校、ヨット部
の全国高校大会で入賞のお便り
４、 青少年交換留学生の件
8 月 22 日（土）ベルギーよりローレさんが無事、来日
浅水宅にホームステイ
8 月 23 日（日）アメリカよりベラさんが無事、来日仁
多見宅にホームステイ
来週クラブに訪問します。
また、第一回来日学生オリエンテーションが開催
9 月 6 日（日）14～17 時 別所沼会館
出席者
池田カウンセラー・大熊カウンセラー

５、 先日の会長・幹事会で IM ゴルフが 12 月１１日（金）
紫 CC すみれコースで開催
越谷南の登録は 5 組 20 名となります。
ご案内は後日差
し上げます。
【委員会報告】
・青少年奉仕委員長
岡田委員長
9 月の第一例会に学生さ
んが来ます。皆さん是非ご
出席ください。通学は 9 月
1 日からの予定です。
・地区大会委員長
深井委員長
地区大会の組織は本日の
理事会で承認されました。
越谷南は総務・式典部会と、
友愛・記念行事部会を担当
いたします。
・財団部門委員長
池田委員長
9 月 5 日寺戸さんが成田
空港からイギリスへ出発し
ます。お見送りの方は当日
7 時にマルエツ駐車場へ集
合ください。
・親睦委員会
小林委員長
9 月 1 日がソウル国際大
会の〆切となっております。
現在会員 28 名、ご家族 3
名の参加予定です。納涼
BBQ 大会ありがとうござい
ました。
【浅水ガバナーエレクトご挨拶】
みなさんこん
にちは。お客様
と言われますと
照れくさい感じ
がします。
留学生の方は
大変英語がお上
手です。そして
日本の文化にも
興味を持たれていて、ご自分で勉強なさったとか。舞妓や芸
者をご存知の様ですが、将来自分はならないそうです。今後
ともよろしくお願い致します。

【ガバナー公式訪問リハーサル風景 】

【スマイル報告】
お客様ようこそお越し下さいました。
・・・・・・・・・・・
中村、吉田、中島、岩淵、深井、奥野、石川、木村、水町、
赤松、池田、濱野、小林、石野、仁多見、小山、中内、石塚、
田中、浅水、染谷、加藤、上井、瀬尾
本日欠席させて頂きます。
・・・・・・・・・・・・・・染谷
中島ガバナー補佐、豊田補佐幹事ご指導よろしくお願いしま
す。
・・・・・・・・・染谷、浅水、荒井、石塚、石田、瀬尾、
久しぶりの例会参加になってしまいました。
・・・・・・上井
納涼会お疲れ様でした。
・・・・・・・・・・・・加藤、清田
ガバナー公式訪問よろしくお願いします。
・・・中島美三郎
公式訪問に向けて頑張ってください・・・・・・・・・豊田
南越谷阿波踊り無事に開催出来ました。ありがとうございま
した。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・中内
サッカー大会、台中留学生準備お疲れ様でした。
・・・・中島
交換学生、出国入国学校訪問おせわになっておりま
す。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・岡田
すずしくなったのでよく眠れます。
・・・・・・・・・斎藤
2 学期も始まると忙しくなりますよ。
・・・・・・・・大熊
昨日 70 歳の誕生日でした。生後 25,568 日目を迎えました。
これからもよろしくお願いします。
・・・・・・・神谷
クラブ協議会リハーサルお疲れ様でした。
・・・・・・遠山
多数のご出席ありがとうございました。
・・・・・・・田中
前回スマイル累計
275,000 円
スマイル合計 ３８件 54,000 円
今回スマイル累計
329,000 円
【出席報告】
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会報担当：小 山 栄 一

――――― 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

