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司会：会場運営委員会／橋本 政行
会報No. 1437号／担当：委員一同
会員数：52名／出席数：39名
出席率：79.59％

年度スタート！

会長所信表明

会長

加藤

盛也

みなさんこんにちは。本日、最終
例会に五十嵐直前会長から引き継い
だバッジを付け会長年度を迎えました。
私の人生において、ロータリーク
ラブに入会させていただいたことは、
間違いなく大きなターニングポイントの一つになって
います。私が入会したのは、会田会長年度の2013年９
月13日で、東京オリンピック招致決定のビックニュー
スの６日後の興奮冷めやらぬ中で入会式を執り行って
いただきました。本来ならば、昨年に開催されるはず
であった東京オリンピックが一年延期となり、今月23
日に開会式を迎えることになっています。奇しくもオ
リンピック開催の準備期間と私が会長年度を迎えるま
でのロータリー歴が見事に重なりました。みなさんも
ご承知のとおり、東京オリンピックが開催されるまで

には、多くの問題が発生しました。私はというと、入
会２年後に大内会長年度の幹事、その２年後に原ガバ
ナー補佐年度のガバナー補佐幹事を務めさせていただ
き、至らないことばかりで大内さん、原さんにはご迷
惑をおかけしたと思います。しかし、私としては、こ
の経験が皆さんとの親睦を深め、奉仕活動を含めた
ロータリー活動に積極的になれたきっかけであったと
感謝しています。その後は、浜野会長年度で社会奉仕
委員長、山﨑会長年度で親睦友愛委員長を経験させて
いただき、エレクトを経て今日を迎えました。
今年度は、第一例会が７月１日、最終例会が６月30
日となります。更に先輩会員が繋いできた越谷東ロー
タリークラブ創立35周年記念の大事な節目の年でもあ
り、365日余すことなく会長で居られる幸運と周年事
業の重責を強く感じています。隅田幹事の力添えを得
て、私自身一年間しっかりと尽くしていく所存ですの
で、皆様のご指導、ご協力を賜ります様お願い申し上
げます。
さて、2021～22年度シャカール・メータＲＩ会長は、
インドの思想家ヴィヴェーカーナンダの「誰かを助け
るとき、その人に恩を施していると考えないでくださ
い。実際には、その人たちがあなたに恩を施している
のです。」「人生では、与える者、奉仕する者になりな
さい。但し、与えるときも奉仕するときも謙虚になり、
ひざまずいて『与えさせていただけますか』『奉仕さ
せていただけますか』とお願いする気持ちになりなさ
い」との言葉と、アルバート・アインシュタインの「誰
かのために生きてこそ、人生には価値がある」の言葉
を引用し、奉仕するとき、誰かの人生だけでなく、自
分の人生も豊かになると述べており、国際ロータリー
のテーマは「奉仕しよう みんなの人生を豊かにする
ために」を掲げました。
また、松本ガバナーからは、地区活動方針をＲＩテー
マと同じくし、地区運営方針をＣＯＶＩＤ１９に負け
ずに「クラブに変化と成長を」と発表されました。
それを受け、越谷東ロータリークラブテーマは、Ｒ
Ｉ・地区テーマ・地区運営方針を理解し、「みんなで
躍動、更なる発展」とし、クラブビジョンを「親睦で
培われた信頼で結ばれた会員すべてが、高潔性を保っ
た地域のリーダーとして奉仕活動に躍動し、多くの人
を巻き込んで喜びを共感しよう」とさせて頂きました。
私の会長としての目標は、創立35周年記念事業の第
20回越谷市高校野球大会、記念試合、記念式典、越谷
南小学校特別支援学級に対する地区大口補助金事業お
よびその他のロータリー活動へ多くの会員に参加して
いただき楽しむこと、ハイブリッド例会を駆使して出
席率100％例会を達成することを目指します。その結
果、越谷東ロータリークラブが更に発展することを
願って一年間頑張っていきますのでよろしくお願いし
ます。ご清聴ありがとうございました。

幹事報告

幹事

隅田

敏

本日より、１年間幹事を務めます。
皆さま何卒よろしくお願い申し上げ
ます。
幹事報告をさせて頂きます。
本日、午前中に第１回理事会が開
催され、８月のプログラムが承認されました。
新入会員２名の方々の推薦があり、理事会で承認さ
れました。
松浦さん天田さんの後任の方々で野寄様（NTT東
日本埼玉南支店）、飯島様（武蔵野銀行越谷支店）の
お二人となります。新入会員２名の方々の推薦書を例
会場入り口横の掲示板に貼りだしておきますので、異
議がある会員の方は本日より７日以内に理由を付記し
た書面をご提出ください。
また、例会場のハイブリッド例会用・インフラ整備
のための備品として、65インチモニター及びノート
PCを購入することが決まりました。幹事報告は以上
です。

委員会報告
◆青少年奉仕委員会

田中

基章

６月29日、前年度五十嵐会長、田中幹事、佐久間委
員長、今年度加藤会長、隅田幹事、浜野委員長と越谷
東高校インターアクト部活動報告会に参加して参りま
した。
活動の中で、文化祭に使用するペットボトルキャッ
プ回収の依頼を受けましたので、会員の皆さまのご協
力をお願いいたします。
事務局の方にペットボトルキャップ回収箱がありま
すので、ご自宅や会社で出たペットボトルキャップを
回収いただき事務局へお持ちくださいますようお願い
いたします。
皆さまのご協力をお願いいたします。

ロータリーの友紹介

オリエンテーション・教育委員会

浜野

に出席されておりました。私が感じた人柄は温厚で

横組から紹介します。
５ページ

話しやすい人ありました。さいたま中央ＲＣから初
めてのガバナーと言うことで素晴らしいやる気を見

ロータリーの心を紡ぐ
ロータリーの友委員会委員長
タリーの友事務所代表理事

隆浩

鈴木

一般財団法人ロー
宏さん（宇都宮

北ＲＣ）あいさつ文
ロータリーの友についても、時代に合った変革が
必要だと考えています。昨年度からロータリーの友
の全バックナンバーのデジタル化を進める計画を立

せておられました。職業は弁護士さんで埼玉県弁護
士会会長、埼玉県公安委員会委員長を務めた経験が
あります。地区の運営方針は新しい時代にマッチし
たロータリー活動「変化と成長」であります。
縦組み９ぺージ
宇都宮ＲＣの斉藤幸一さんが紹介されています。

てています。これに伴い、電子版だけの購読も可能

斉藤さんは
（有）
アップライジング代表取締役であり

になるようなシステムも構築中です。コロナ禍に伴

ます。元全国高校選抜ボクシングライトウエルター

い、デジタル化が一層拍車をかけるのではないで

級王者でアトランタ、シドニー五輪代表候補であり

しょうか。

ました。斉藤さんは健康食品のネットワークビジネ

８ページ

スにはまり、人から人への紹介でネズミ算的に商域

2021〜22年度国際ロータリー会長はカルカタ-マ

を広げていく販売方法。やがて消費者金融に手を出

ハナガル・ロータリークラブ（インド、西ベンガル

して借金を重ねる生活に陥ってしまいました。極貧

州）所属のシェカール・メータ会長が紹介されてい

生活に至ってしまい１日の食費が500円のどん底生

ます。

活からリサイクルから這い上がりました。2011年の

シェカール・メータ会長はビジネスの手腕にたけ

東日本大震災の時に宮城県気仙沼でラーメンの炊き

た人で会計士として経験をつみ自らが会長を務める

出しに参加して以来、社会支援活動に目覚めて宇都

不動産会社を経営されています。現役時代はひたす

宮ＲＣに入会したそうであります。斉藤さんは宇都

ら勉強と読書に励んだそうですが、人との会話を通

宮のスーパースターと言われているようです。

して学ぶことを好み「会計は好きではない」とも語っ

13ページ

ています。今年度のテーマは「奉仕しよう みんな

前年度第８グループガバナー補佐の山﨑晶弘さん

の人生を豊かにするために」であります。

の私の一冊が紹介されています。城山三郎さんが書

29ページ

かれた本で価格破壊、ダイエーの中内功さんをモデ

2770地区の松本輝夫ガバナー（さいたま中央ＲＣ）

ルにした小説を山﨑さんは何度も読み返している勉

松本ガバナーは２年前に私が地区に出向してたと

強家であります。

きガバナーノミニーのころから熱心に地区の委員会

■会員選考維持委員会

2021〜22年度

宮下

智之

会員選考維持委員会の委員長を拝

クラブ協議会

命した宮下です。
この委員会は、会員候補者として
推薦された者について、職業分類と

（会員増強部門/公共イメージ/
クラブ管理運営部門/
米山記念奨学/創立35周年記念）

会員資格を調査し、理事会に報告することを任務と
しています。
加藤年度は純増５名を目標としているとのことで
すので、皆様からの会員候補者の推薦をお待ちして
います。

■会員増強部門

中村

猛

■オリエンテーション・教育委員会

浜野

隆浩

１．第１例会（基本）は、
「ロータリー

今年度、会員増強部門の中村です。

の友」を輪番制で紹介をします。

よろしくお願いします。

２．すべての会員に対し、
年２回（炉

会員勧誘委員会では岡崎委員長、
会員選考維持委員会では宮下委員長、

辺会合）のロータリー研修会の実

オリエンテーション教育委員会では浜野委員長のベ

施をします。

テラン会員さんにアドバイスを頂きながら務めさせ

３．会員増強部門として新入会員および入会３年以

て頂きます。クラブの活性化、維持発展には退会防

内の会員に対し、ロータリーの専門誌などを活用

止と新会員の増強が必要です。今年度、加藤会長の

し、オリエンテーションの開催をします。

増強目標は純増５名です。３名の委員長と連絡を密
にとり入会情報を共有していきます。コロナ禍の中、 ■公共イメージ委員会
前向きで元気な経営者はたくさんおります。他団体
との交流の中で有望な人財をスカウトして奉仕の心
を伝えて行きます。一年間、皆さまのご協力をお願

宮下

智之

公共イメージ委員会の委員長を拝
命した宮下です。
主な任務は会報を毎週皆様のお手
元にお届けすることですが、会報を

い申し上げます。

作成するには皆様から原稿を提出して頂かなければ
■勧誘委員会

岡崎

愛子

皆様こんにちは。勧誘委員会の岡
崎愛子です。副委員長は出口

昇さ

なりません。翌週の例会日に会報をお届けするため
には、原稿提出の締め切り日は金曜日となります。
会員の皆様におかれましては、是非とも締切日を遵

んです。加藤会長の要望通り男女問

守して、会報の作成にご協力頂きますよう、一年間、

わず、価値観を共に出来る極力若い

お願いいたします。

会員を増強したい。会長方針にのっとって行きます
が、特に女性会員の募集に力を入れたいです。会員

■クラブ管理運営部門

大内

の奥様に数名入会して頂きたいので、会員の皆様も

100年を超えるロータリークラブ

奥様が入会するように、お力を貸してください。外

の変遷を振り返るとき、それぞれの

国では、ご夫婦ロータリー入会員当たり前なので、

時代の大きな「うねり」を柔軟に、

ぜひ我がクラブもご夫婦お二人でロータリアンを増

そして確実に乗り越えてきた先人た

やそうではありませんか。また会員の皆様の会社関

ちの発想と行動力に今さらながら驚きます。

一幸

係でロータリークラブに入ってくれそうな方がい

社会情勢は世界的な規模で「新しい標準」を模索

らっしゃいましたら情報をお願い致します。どうぞ

していることを実感する毎日ですが、我々ロータ

ご協力をお願い致します。

リークラブの例会も奉仕の理念に基づき、
「今」よ
り少しでも良い世界を構築する第一歩になるよう充

実した企画をサポートします。

人体制で司会進行等をスムーズに行って行きたいと

会長の「クラブ運営方針」を各委員会でよく理解
し、管理運営の５委員会がしっかり連携して、奉仕

思っておりますのでご協力の程宜しくお願い致しま
す。

の心がさらに育まれるよう活動してまいります。
■米山記念奨学委員会
■プログラム委員会

山﨑

勝己

会長要望を理解し、例会プログラ

会田

皓章

本年度は、髙橋副委員長、南会員、
鈴木朝夫会員と運営してまいります。

ムの準備をし、会員の皆様が楽しく

米山記念奨学会は、日本のロータ

有意義な時間を共有できる例会企画

リー独自の奉仕事業であり、「将来

を実施したいと思います。

に渡り平和日本を世界に理解してもらうためには、

今年度も予想されるコロナウィルス感染症の影響

一人でも多くの留学生を日本に迎え入れて平和日本

もありますが、経験豊富な副委員長、委員会メンバー

を肌で感じてもらうしかない。
」という思いを込め

がいらっしゃいますので、アドバイスをいただきな

て運営されています。わがクラブも寄付はもとより、

がら、委員会一丸となり、活動をしていきたいと思

奨学生を過去何人もお世話してきました。これから

います。

も奨学生諸君には日本と母国の懸け橋となって互い
の国の発展と平和を築いていけるよう、またクラブ

■親睦友愛委員会

佐久間
代理

宮本

誠

メンバーも先人達が築いた米山記念奨学事業を理解

正行

していただき日本と国際社会、また明るい未来のた

佐久間委員長が仕事のため早退し

めにご理解・ご協力をお願いいたします。

ましたので代わりに私が発表します。
この委員会は、親睦と奉仕は車の

■創立35周年記念実行委員会

両輪の関係にあるとの理念の下、ク

栗田

晴巳

加藤会長要望に則り、事業を進め

ラブ例会を会員同士が真の友情を結ぶ最良の場とす
るように努めると共に、会員間の交流と友誼を増進
させるための諸事業を企画し、会員にそこへの積極
的参加を奨励し実施する。

て行きたいと思います。
基本的には、大きな予算をかける
ことなく、行って行きます。
第20回越谷市高校野球大会開会式には、記念式典

委員会方針は、新型コロナウィルス感染拡大防止

を行い今までお世話になった方々へ感謝を致したい

を優先的に考え、会長要望でもある入会３年未満の

と思います。記念イベントとして、越谷叡明高校合

会員にも積極的に参加を呼びかけ、出席率向上に向

唱部・吹奏楽部による合唱と演奏を披露頂くのと、

け、全会員同士が親睦を図れるイベントを工夫し、

法政大学応援団リーダー部による演舞とチアリー

企画実施いたします会員皆様のご支援ご協力を頂き

ディング部の演技を披露頂きます。更に、優勝校と

ながら、加藤年度のグラブ運営方針である「みんな

県内最強豪校の花咲徳栄高校との記念試合を企画し

でやくどう、更なる発展」を念頭に置き、委員会一

ています。

同、活動をしていきますので、どうぞよろしくお願
いいたします。

35周年記念式典は、令和４年５月15日㈰越谷サン
シティ小ホール・ポルティコホールにて、開催いた
します。内容につきましては、各委員会様と企画を

■会場運営委員会

橋本

この度、会場運営委員会の委員長
に拝命致しました橋本です。
副委員長に小林

充会員、委員に

飯山会員、株竹会員、富澤会員と５

政行

良く打ち合わせて、楽しい式典を目指して行きたい
と思います。
楽しい35周年に致したいと思いますので、是非、
会員皆様のご参加ご協力を宜しくお願い申し上げま
す。

お め で と う

7月

誕生日

平野武志会員

株竹眞次会員

〈欠席会員〉
大野豊次会員・石渡

毅会員・髙橋

小暮進勇会員
功会員・皆川健三会員

結婚
記念日

橋本政行会員
〈欠席会員〉青柳

加藤盛也会長

仁多見英一会員

聡会員・榎本裕希会員

ビジターゲスト挨拶

（メールにて）

米山記念奨学生

張

政様

お疲れ様です。奨学生の張政でございます。
この度欠席となり、大変申し訳ございませんでした。12時近くに教授の頼みで学校に行っています。今
も図書館で資料を探しているところでございます。加藤さんと隅田さん、会長・幹事お勤めおめでとうご
ざいます。来週の例会でお会いしましょう。今日は本当に失礼しました。

次の例会の案内

スマイル報告

社会奉仕委員会

畔上

今

回

35,200円

累

計

35,200円

順平

第1644回 7月8日

クラブ協議会

（SAA/会計/会計監査/奉仕プロジェクト部門/
ロータリー財団/未来/出席）

