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みなさんこんにちは。西田校長先生ようこそお越し
いただきました。更に本日入会式をお迎えの粟屋様、
永島様ようこそ。
さて、第20回越谷市高校野球大会、35周年事業の花
咲徳栄高校を招待しての特別試合が11月13日に終了い
たしました。準備からかかわっていただいた会員の皆
様ありがとうございました。また、11月14日に開催さ
れました地区大会第二日目にご参加いただいた会員の
皆様お疲れ様でした。
今週からは、例会場で学びの時間を重点とした例会
プログラムになっております。本日は、10月22日に贈
呈式を行わせていただいた地区補助金を活用した南越
谷小学校特別支援学級への支援事業で大変お世話にな
りました西田校長先生に後ほど卓話をいただきます。
今回の事業の模様を東武よみうりが取材して記事にし

ていただきました。
また、今朝ほど青年会議所の神代理事長他２名が、

幹事報告

幹事

隅田

敏

越谷市民まつりに協力したお礼ということで感謝状を

次回例会のご案内です。

持って私の会社へ来てくれました。私からは、コロナ

11月25日木曜日、通常とおり例会場においてハイブ

ウイルスの感染禍の難しい状況の中、市民まつりの灯

リッド例会が行なわれます。

を消さないために頑張った青年会議所のメンバーに対

主な内容は「世界の子どもにワクチンを 日本委員

し、敬意と感謝の気持ちを伝えました。こちらがいた

会清水大輔様にポリオ ワクチン及び、ペットボトル

だいた感謝状となります。

回収・書き損じはがきの換金方法、換金の活かし方に

本日は、２名の新入会員入会式もあるため会長の挨
拶は短く切り上げさせていただきます。

ついて」と題してZoomのご講話を頂きます。
是非、たくさんの会員の方のご参加をお待ちしてお

最後に例会場のモニターを含めた音響設備をミキ

ります。

サーの導入により一段とクオリティーを高めました。
Zoomで参加していただいている皆様の声もモニター
のスピカーから鮮明に届くはずです。

委員会報告
◆青少年奉仕委員会
2021～2022年度

浜野

隆浩

ＲＹＬＡ研修セミナー募集
「ロータリーを通じて環境の保全について考えよう！
世界と地域を見つめ、家族、自分のいのちとみんな
のいのちを大切にし感謝しよう。
今年度のＲＹＬＡ研修は『環境の保全について学ぶ
ことを通じて、リーダーシップを養う』をテーマとし
ます。2021年～2022年研修は、全４回開催、宿泊研修
は沖縄県宮古島で下記の日程で行います。つきまして
は、ＲＹＬＡをご理解頂き研修参加者のご推薦を頂き
たくお願い致します。
研修日程：第１回研修会 2022年３月27日㈰
：第２回研修会 2022年４月17日㈰
：第３回研修会（宿泊研修）
2022年５月21日㈯～ 23日㈪
：第４回研修会 2022年６月11日㈯
（各研修会の会場等詳細が決まり次第、参加者の皆
様にはご案内申し上げます）
研修地： 沖縄県宮古島
参加資格者： 研修生…18歳～35歳の男女
一般学生・一般社会人・各ロータリー関係（奨学生・
学友・ＩＡ・ＲＡ等）
ロータリアン…ロータリアンとその家族
募集期間： 2022年 １月15日迄
次の例会の案内
第1661回 11月25日

世界の子どもにワクチンを 日本委員会
広報・啓発・教育グループ 清水 大輔

スマイル報告

社会奉仕委員会

島根
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22,000円

累

計

316,100円

常二

様
「ポリオワクチン及び、ペットボトル回収・
書き損じはがきの換金方法、
換金の活かし方について」
2022〜2023理事・役員候補者氏名発表
小林会長エレクト

新入会員挨拶
入会にあたって
みなさんこんにちは。協和興運の粟屋裕二（あわ
やゆうじ）と申します。協和興運では常務取締役と
して勤務しています。
私は、人見知りで、人付き合いが苦手なので、団
体で活動する会に参加することは少ないのですが、
地元で商売するからには、地元に貢献する活動が大
事！という社長（兄）の教えに導かれ、参加させてい
ただくことにしました。
会員増強部門の中村猛委員長に、紹介状を書いて
いただくとき、『趣味ゴルフにしとくね』。と言われ
ましたが、実はゴルフは年２・３回にしかやらない

新入会員

粟屋

裕二 様

です。趣味といえるかわかりませんが、献血には年
10回くらい行っていて、年内に通算200回達成予定
です。
今後はこのクラブを通じて、『越谷』に貢献して
いきたいと思いますので、ご指導宜しくお願い致し
ます。

ご紹介

紹介者

中村

猛

粟屋裕二さんとは、倫理法人会を通じての知人です。私は協和興運の代表の粟屋慎治さんを紹介推薦
をあげたところ、他団体のお役を受けて多忙との事で常務取締役の粟屋裕二さんの入会推薦を頂きまし
た。越谷東ロータリークラブと越谷倫理法人会とは親密な関係があり今回の入会に至りました。
粟屋裕二さんの人柄は誠実で、真面目で、温厚な人格者であります。地元で育ち、地元越谷で少しで
も地域貢献をしたいと迷いなく入会を決断してくれました。奉仕意欲のある方です。増強委員長の立場
としても本日の永島さんと二人の入会式はとてもうれしく思います。本日は入会おめでとうございます。

入会にあたって
このたび、越谷東ロータリークラブに入会させて
いただき、ありがとうございました。今まで、ロー
タリークラブという団体をよく耳にしておりました
が、どういった活動をされているのかわかりません
でした。今回、岡崎様のご縁をいただき色々とお話
をうかがい、ロータリークラブの方隊が日々向上心
を持って社会福祉に貢献されておられる事を聞き、
私も微力ながらその輪の中の一員として会員の皆さ
まと活動致したく入会を決意いたしました。また、
ロータリーの友の会の会報10月号を拝読したところ、
ロータリーが初めて創立されたのが1920年（大正９

ご紹介

永島つる子 様
年）の10月20日と記載されており、今は亡き母の誕
生日でもあり、岡崎様と出会いこの会に入会するこ
とを勧めてくださったのも10月だったので、これも
自分に与えられた使命かと思いました。公私におい
てまだまだ未熟者ですが、今後の活動の中で諸先輩
方から多くの事を学び吸収できるように精進して参
りますので、何卒よろしくお願い致します。
新入会員

紹介者

岡崎

愛子

皆様こんにちは。勧誘委員会の岡崎でございます。待ちに待った女性会員の紹介をいたします。永島
つる子さんです。私と永島さんの出会いは、以前、当クラブの会員の辻玉子さんの紹介で知り合いまし
た。永島さんは、春日部の長沼に大きな倉庫と事務所を建てたので看板屋を探していました。そして辻
さんが私を紹介してくれました。私は永島さんを一目見た時、明朗快発でやり手の方だなと思いました。
３回目にお会いした時、勇気を出してロータリークラブの話をして入会を勧め、お願い致しました。感
触は良かったです。社長のご主人も、とても優しそうなお方です。旦那様とご相談して、ロータリーク
ラブに入会していただくことになりました。とても嬉しかったです。永島さんのご自宅は、せんげん台
西です。どうぞ皆さま、おめでたい名前の「つる子、つる子」をよろしくお願い致します。
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「未来を創る、
こどもたち。
－ONE TEAM－」

越谷市立南越谷小学校長

西田
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越谷東ロータリークラブ様には、この度の本校教

本校にとって、待望の特別支援学級の開設に当た

育活動への多大なるご支援に、心から感謝申し上げ

り、この度いただいたご支援が、その意図や趣旨の

ます。

理解、浸透に確実な成果をもたらすことは間違いな

４月に、本校PTA会長で、学校運営協議会委員

く、私としても、その効果をさらに内外に伝え、こ

でもある畔上順平様より今回のご提案をいただいて

の先進的な活動を広く知らしめていきたいと思いま

から、迅速かつ入念な協議、プレゼンテーション、

す。

そして物品制作から納入まで、半年に満たない間に

これからも、未来を創るこどもたちの健やかな成

実現した今回のプロジェクト、その速さと質の高さ

長に、チーム一丸となって取り組む所存です。今後

に驚きと感動の連続でした。

とも、ご支援ご協力をどうぞよろしくお願いいたし
ます。
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