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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】
【国家斉唱】
【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】

【ゲストビジター紹介】
米山奨学生 ディペンドラ君
青少年交換学生 アントニオ君
【会長あいさつ】

【ロータリーの目的唱和】
【四つのテスト唱和】

2018.1.11

赤松会長

新年の抱負
新年明けましておめでとうございます。
各位におかれましては平成 30 年も新たな気持ちと抱負を
抱きスタートされたことと存じます。一年の計は元旦にあり
と申しますが、ほとんどの場合はこれらの抱負が宇宙の彼方
へとんでいき、厳しい現実と直面しながら過ごされるのでは
ないでしょうか。
私自身 この二年間はあらゆる面にて落ち込んでおりまし
たがおかげさまで皆さんに支えられてることもあり元気です。
下半期は大いに陽気な気持ちで､石川幹事と共に会の運営
にあたりたいと思います。年を重ねてきますと、大体今年も
無事でいたいと願い､過ぎ去った過去の良き時代を回想しま
す。私自身ロ－タリ－活動における良き時代が何時であった
のかについては明快な答えがなく、今この瞬間が良き時代で
有ったと語ることが出来るならば最高です。
さて、次年度は荒井会長並びに中村幹事のもと創立４５周
年を迎える大事な年度になります。記念式展も小林光蔵実行
委員長のもとに成功させなければなりません｡
皆様のお力をお借りしなれればなりません。ちからイコー
ル会員増強であることは言うまでもありません｡
なにとぞ宜しくお願い致します。

【幹事報告】

石川幹事

・中内会員 大相撲越谷場所について案内
＜理事会承認事項＞
1、1 月、２月のプログラムについて
2、クリスマス夜間例会収支報告
3、家族交流もちつき大会収支報告
4、台中南区ＲＣ３１周年予算案
5、次年度ＳＡＡは長澤幸義会員です
6、スキー同好会から
平成 30 年 2 月 17 日～18 日 補助金のお願い
7、2/3～8 韓国訪日団２名受入予定
ホームスティ先は越谷南高校へ打診してます
＜幹事報告＞
1、越谷中ＲＣ 国際食文化交流会の案名
平成 30 年 1 月 21 日(日)10：00 料理開始 12：00 点鐘
2、第 30 回イ ン タ ー ア ク ト協議会及び韓国訪日団歓迎会の開催
について
平成 30 年 2 月 4 日（日）
3、さいたま新都心ロータリークラブ・地区青少年交換委員会
合同餅つき大会開催の案内
平成 30 年 1 月 14 日（日）
4、大相撲 越谷場所の募集の案内
平成 30 年 4 月 27 日（金）

【ロータリーの友紹介】

岩淵会員

新しい会員さん向けに「ロータリーの誕生とその成長」につ
いて紹介。
【表彰・贈呈】
・米山奨学金をディペ君へ

【委員会報告】

・荒井会長エレクト
次年度 SAA は長澤幸義会員に決まりました。

・ディペンドラ君の挨拶
新年明けましておめでとうございます。ネパールの正月は
日本のカレンダーだと１月１１日になります。ネパールでも
お寺にいって自分の幸せな未来を祈るなどします。同じよう
に、先日、神谷さん、岡田さん、大熊さん、深井さん、アン
トニオ君と一緒にお寺巡りに行きました。もう 2 年経ちます
が家族のように扱ってくれて、いろいろな経験や学びの機会
を与えて、皆様への感謝の気持ちを心の深いところから申し
上げます。

新年になって新しい旅が始まります。私の新しい旅は３月
になると就職をするということで、国際航業株式会社から内
定をもらいました。皆様にとっても新しい年が幸せになりま
すようにお祈りします。
これからも宜しくお願い致します。

・お小遣いをアントニオ君へ
・ホストファミリーへの御礼（カウンセラーの深井会員が受
け取り宮澤様へ渡します）

・アントニオ君の挨拶
明けましておめでとうございます。今日は冬休みについて
話します。まだ期間は短いですがたくさん興味深い経験がで
きました。さらに日本の文化の発見をしました。例えば日本
はクリスマスのお祝いはあまり感じられませんでした。年末
に大掃除をしました。大晦日には家族と一緒に日本の音楽と
コメディ番組をみました。すごく楽しかった。さらに先日、
ディペンドラと川越へ七福神巡りをしました。
おやつを食べ、
工芸品を買いました。お正月にはおせち料理を食べました。
来月は地区のスキー旅行に行きます。楽しみです。
これからも宜しくお願い致します。

【クラブ協議会】
＜上半期の報告＞ ※未実施の委員会
・親睦委員会 久木野副委員長
前期の親睦行事はいろいろな方から良かったと声を頂い
ております。あと半年、委員会として赤松年度を盛り上げま
すので、皆様ご協力をお願い致します。
・職業奉仕委員会 池田副委員長
第一例会では、ロータリーの目的、四つのテストの唱和を
続けています。今月は職業奉仕月間です。IM では職業奉仕を
テーマとした講演もありますので、皆様ご参加頂けますよう
お願い致します。
・財団部門 濱野委員長
上期はまだご協力頂けていない部分もありましたので、下
期はお願いに上がることがあると思います。その際はご協力
をお願い致します。
＜下半期の目標＞
・管理運営部門 岡田委員長
上期は情報委員会による家庭集会で増強というテーマで話
をしました。下期は浅水研修リーダーを招いて、家庭集会に
備えたいと考えています。会長方針のもと各委員会の委員長
が活躍できるよう、引き続きサポートを行いたいと思います
ので、下期もご協力の程宜しくお願い申し上げます。
・出席 中島委員長
上半期はメーキャップを多く利用させて頂き、出席率はか
なり上がりました。下半期も一人でも多くの出席が望めるよ
うお願い申し上げます。
・プログラム 仁多見委員長
上半期同様、音楽をやるなどいろいろな方を呼びました。
下半期は大きな行事も減り卓話が増えます。会員卓話を増や
したいと思いますので、お声掛けした際には快く引き受けて
頂ければと思います。もう一人大物を呼ぼうと思っており交
渉中です。期待してください。
・会場運営 水町委員長
上半期は自分がほとんど司会をやってしまったので、下半
期は他の委員会メンバーの方にもお願いしたいと思います。
また、これまで通り滞りなく例会進行をしていきたいと思い
ます。
・ロータリー情報委員会 中島副委員長
上半期で行事は行いました。下半期は研修リーダーと打合
せをして研修会を開催できるような段取りをしていきたいと
思います。
・会員増強 加藤副委員長
長澤委員長のリーダーシップのもと、着実に進めておりま
す。皆様から頂いた候補者リストをもとに具体的な動きをし
ていきますので、ご協力をお願い致します。
・奉仕プロジェクト部門 荒井委員長
1 月 25 日に IM があります。原ガバナー補佐からもあり
ました通り、基調講演で職業奉仕の大変勉強になる話が聞け
ますので、新会員の方をはじめ皆様ぜひご参加ください。
・社会奉仕 深井委員長
下期はゴミゼロがあります。蒲生とレイクタウンの 2 駅に
分かれて行います。社会奉仕委員会は全員がメンバーですの
で積極的な参加を宜しくお願い致します。
・国際奉仕 田中由佳委員長

下期は今月末に台中訪問が控えておりますので、
桜の植樹、
記念式典と滞りなくやって参りたいと思いますので、宜しく
お願い致します。
・財団部門 濱野委員長
先ほどと同様ですが、皆様ご協力をお願い致します。
・米山奨学会 田中誠委員長
あと数パーセントで達成できますので、引き続きご協力の
ほど宜しくお願い致します。先日の集まりでは、中国や韓国
の奨学生がたくさんいるなか、ディペが 4 人ぐらいの友だち
と一緒に自国の踊りを舞うなどして目立っていました。そえ
からディペが就職する会社は、国際「航」業ですのでお間違
えなく。
・SAA 小林委員長
上半期と同じように、私語の無い静かな例会が行えること
を期待しています。台中に行く際は SAA のタスキを持参し
たいと思います。旅の間もロータリアンとしての自覚を持っ
て行動して頂ければと思います。
・戦略計画 吉田委員長
まずは 45 周年を立派にやって頂きたいと思います。
また、
会員増強を赤松会長、
長澤委員長が一生懸命やっております。
人数を増やすことも戦略としていきたいと思います。

【1 月 7 日 川越七福神めぐりの様子】

【スマイル報告】
お陰様で
スマイル
累計

32 件

【出席報告】
例 会 日
会

平成 30 年 1 月 11 日

数

51 名

出席

33 名

出席免除者

6名

欠席

14 名

66％

前々回 MU

0名

出

員

62,000 円
942,352 円
ありがとうございます。

席

率

M U 修正率

％

会報担当：中村

【お弁当】

――――― 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

