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【点鐘】
【ロータリーソング斉唱】
【会長代理挨拶】

大熊副会長

私が会長をした時の挨拶文を読み上げます。
『２月(如月・きさらぎ)に成りました。皆さん風邪大丈夫
ですか油断しますと引いてしましますよ注意したいものです。
３月は節分です。自分の家は元々農家ですので、子供の頃
より３日の夕方には大きな声で（福は内、鬼は外、鬼は外）
と家の窓を開けて豆を投げています。現在でも私が行ってい
ます。最近は豆まきをする家が少なくなり近所の家の掛け声
は聞こえませんが昔はよく聞こえました。
古くから行なわれていたらしく、９世紀頃に始まったとされ
ている。穀物には精霊がやどってると考えていたので、いり
豆で邪気を払っていり豆で邪気を払って春を迎えるという行
事である。４日は立春です。暦の上では春の始まる事を意味
しているが、名ばかりで寒い日が続きしかちらほらと梅の便
りが聞かれ、ジンチョウゲのつぼみも膨らんできます。
今月は世界理解月間です。1905 年 2 月 23 日ポール・キリ
ス、ほか 3 人と初めてシカゴ会合を開いた。この月を特別月
間として世界理解月間に指定されている。この月間中、ロー
タリークラブは世界平和に不可欠なものとして理解と親善を
協調するクラブプログラムと活動を実施し世界社会奉仕
（WCS）を中心としたプログラムを行うよう要請されている。
越谷南ロータリークラブは今年も、台中南との WCS 活動に
参加する所でございます。
』(2006.2.2.会長挨拶抜粋)
『挨拶の前に一言申し上げます。今年度の後半といたしま
してあと２名程会員を増強したいと思っております。なぜか
といいますと、うわさでは越谷 RC では 10 名位、北 RC が
すでに数名入会しております。越谷南ロータリークラブ RC
としては、北 RC さんや東 RC さんと負けたくありません。
今４番目ですので是非とも２着になりたいと思っています。
また委員会を開きまして試行錯誤して行きたいと思います。
』
(2006.2.16 会長挨拶抜粋)

【幹事報告】

石川幹事

1、ロータリー日本財団 より
メジャードナーとアーチ・クランフ・ソサエティ
（ＡＫＳ）メンバーの集いの案内
2018 年 3 月 26 日(月)ホテルオークラ東京
2、川口モーニングロータリークラブより
アイメイト（盲導犬）寄贈チャリティゴルフの案内
2018 年 4 月 6 日(金)プレステージカントリークラブ
【委員会報告】
①青少年奉仕委員会 委員長代理 深井良会員

青少年奉仕委員長の木村様にかわりましてご報告させて頂き
ます。
2/3～本日 2/8 まで韓国訪日団を迎えました。
今朝 7：30 木村委員長とラフレまで学生２名無事送り届けて
参りました。
受入に際しましてご協力ありがとうございました。
青少年交換学生のアントニオ君は現在我が家に来ております。
2 月 11 日に濱野会員宅へ引っ越しの予定です。

②Ｒ財団委員会

奥村勝正委員長

今年度Ｒ財団寄付目標が年次寄付＄200 ポリオ＄50 です
来週から集めさせて頂きますのでご協力お願いします。
③会員増強維持促進委員会 長澤幸義委員長

【米山奨学金】

いつも有難うございます。
越谷南ロータリークラブの皆様のお陰です
来週は兄の結婚式があるのでネパールに帰国します。

【 2018-19 年度 第８Ｇ ガバナー 補佐挨拶】大熊進様

本日例会終了後に増強委員会を開きたいと思いますので
お集まり下さい。
よろしくお願いいたします。
【委嘱状授与】
2018-19 年度地区
諮問委員
諮問委員
( 他 2 つの委員長.4 つの委員 )

資金委員長
第 8Ｇガバナー補佐
クラブ活性化委員長
ＲＬＩ委員
会員増強維持委員
青少年交換委員
資金管理委員
米山記念奨学学友選考委員

吉田豊治会員
浅水尚伸会員
染谷宗一会員
大熊 進会員
中島賴光会員
長澤幸義会員
田中由佳会員
濱野高成会員
赤松則宏会員
瀬尾拓也会員

一昨年のパスト会長会による会議においてガバナー補佐
に選任され、第８グループのパストガバナーおよびパストガ
バナー補佐会議の補佐としての承認を頂きました。
いよいよガバナー補佐としての任務が始まってきました。
地区としては、早い段階に研修を受けさせて準備し、年度に
入っていく予定であります。２月からはセミナー参加、３月
にはペッツ参加などとなります。
またグループ内、会長・幹事会における地区の奉仕・行事
等の伝達、意見交換。ＩＭ等の行事がやってきます。
私の年度において、このような今後における行事につきま
しては、ホストクラブのご協力がなければ円滑に奉仕活動を
進める事ができず、無事終了することができません。今後に
おきましても、会員皆様方のお力添えをどうぞよろしくお願
い申し上げます。
簡単ではございますが、以上をもちましてご挨拶とさせて頂
きます。

【3 分間スピーチ】 ロータリー情報 瀬尾拓也委員

【イニシエーションスピーチ】三上樹一郎会員

前回の私の 3 分間スピーチは当クラブの次年度への準備に
ついて話をさせていただきましたが、今回もそんなテーマに
てお話をさせていただきます。
2 月に入りまして、次年度への準備が少しずつ進められて
いく時期となりました。1 月には、国際協議会・ガバナーエ
レクト研修セミナーがあり、そこでバリー・ラシン次年度Ｒ
Ｉ会長は次年度のテーマ「インスピレーション（ひらめき）
になろう」を発表しました。その内容については、追々説明
があると思いますが、これを受けて地区では、今月後半に地
区に係わるガバナー補佐や各委員会の役員の方などに向けて、
地区チーム研修セミナーというものが開かれます。そこで中
川ガバナーエレクトより、ガバナーエレクト研修セミナーの
報告や次年度に向けての考え方が発表されます。続いて 3 月
の初旬には会長エレクト研修セミナーが開催され、各クラブ
の会長エレクトは約 2 日間にわたり、みっちり次年度のＲＩ
や地区の方針等を叩き込まれます。
会長エレクトは、この研修を受け、ＲＩ及び地区の方針を
自分のクラブに照らし合わせて、次年度のクラブ方針を考え
ることになります。4 月になりますと地区研修協議会という
ものが開催され、クラブの各委員会等に向けての研修が行わ
れます。会長エレクトはその後クラブの委員長を集め、次年
度のクラブ方針や各委員会の活動に対するリクエストなどを
伝え、各委員会はそれを受けて次年度の委員会の方針、計画
を立案していきます。
このような流れで次年度に向けて進んでいくのですが、こ
れだけ聞くとかなり面倒臭いですね。確かに“ここだけは”
という守るべきルールや規範はあります。これまで築いてこ
られた形「カタチ」には必ず理由があるはずです。しかしな
がら、刻々と変化している現代社会に合わせて我々がやりや
すいように進めていけばよろしいのではないでしょうか？む
しろ、どんどん進化していかなければ、時代遅れとなってい
くことは間違いないでしょう。
また、次年度はガバナー補佐の輩出と創立 45 周年と、当ク
ラブにとって特別な年度になります。ただでさえあれもこれ
もで、混乱しそうに思えますので、かなり効率的に活動をし
ていくことが要求されます。荒井エレクト・中村副幹事はす
でにいろいろ構想を膨らませていると思います。そして皆さ
ん一人一人の「インスピレーション」がきっと必要になるで
しょう。
ぜひ皆さんで、今年度そして、次年度へ、そしてこのクラブ
の将来のために楽しんで活動していきましょう。

三上鉄工はこれまでの送風機・熱交換器の設計・製作活動に
よって得た膨大な経験をもとに，形状・材質・塗装また海外
向けの異電圧仕様や取合寸法、省エネ部材の選定、高効率モ
ーター、安全増/耐圧等の防爆モーター、インバーターの提供
などのご要望まで適切に応えています。
1960 年に送風機の製造を開始して以来約 50 余年、常に技術
力、性能、品質の向上を図り、製造設備、検査、試験設備等
の増強と充実、さらにコストの低減を目標に日々努力を続け
ています。
弊社送風機の使用される分野は大きく拡大しており 2017 年
には1 都1 道2 府43県の念願の日本全国に取引先を獲得しま
した。
最終ユーザーは各種プラント、環境/公害設備、空気輸送、集
塵装置、食品加工機械、冷凍冷蔵設備、加熱/乾燥装置、一般
空調設備、環境試験、風洞試験設備、家庭用暖房機、IT 機器、
OA 機器等、非常に多方面にわたっています。

【スマイル報告】
お陰様で
スマイル
累計

27 件 27,000 円
1,051,352 円
ありがとうございます。

【出席報告】
例 会 日
会

数

51 名

出席

28 名

出席免除者

6名

欠席

23 名

前々回 MU

名

出

員

平成 30 年 2 月 8 日

席

率 57.14％

MU 修正率

％

会報担当：

――――― 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

2018/2./6 韓国訪日学生東京見学 with アントニオ
目黒雅叙園 百段階段ひな飾り

