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第1644回例会
2021年7月8日

司会：会場運営委員会／橋本 政行
会報No. 1438号／担当：委員一同
会員数：52名／出席数：30名
出席率：62.50％

本日のビジターゲスト

米山記念奨学生

◆黙 想
会長 加藤 盛也
◆開会点鐘
◆ロータリーソング斉唱
「奉仕の理想」
◆クラブソング斉唱
「クラブ賛歌」
（2番）
会長 加藤 盛也
◆ビジターゲスト紹介
会長 加藤 盛也
◆会長挨拶
幹事 隅田
敏
◆幹事報告
米山記念奨学生 張 政 様
◆ビジターゲスト挨拶
地区国際奉仕委員会
阿部 朋博
◆地区からの委嘱
★★★ クラブ協議会 ★★★
（SAA／未来／会計／会計監査／
奉仕プロジェクト部門／ロータリー財団）
社会奉仕委員会 畔上 順平
◆スマイル報告
出席委員会 島根 常二
◆出席報告
会長 加藤 盛也
◆閉会点鐘

張

政様

会長挨拶

会長

加藤

盛也

みなさんこんにちは。先ずは、７月２日に熱海市で
発生した土石流で亡くなられた方のご冥福と被災した
方にお見舞いを申し上げます。気候変動により、毎年
の様に豪雨被害が発生していることを私たちも重く受
け止めないといけないと感じています。
さて、年度が替わり２回目の例会ですから、本来な
らば私の職業をみなさんにお伝えしなければなりませ
んが、本年度は、小暮職業奉仕委員長が、私の会長要
望を受けていただき、「私と会社」と題した卓話の一
番手に指名いただいたため来週の例会時に発表いたし
ます。
本日は、今年度導入した「例会場不参加会員の意思
による寄付手続き」について、お話をいたします。こ
の制度は、山﨑パスト会長年度後半から五十嵐直前会

長年度にわたり、コロナウィルス感染拡大に伴い通常

幹事報告

例会が開催できない時期をオンライン例会により繋が

幹事

隅田

りを維持してきました。例会場へ行きたくても行けず

幹事報告をさせて頂きます。

に食事も一緒にできないという経験から、年度スター

本日は、３点皆さまに報告がございます。

ト準備の被選理事会で発案させていただきました。理

①

敏

前回の例会で発表しました新入会員２名の方（野

事の方からご意見をいただき、会長と幹事が覚悟を

寄様、飯島様）について、発表後７日以内にどなた

もって導入しました。本来は、例会場に全員が集まる

からも異議がございませんでした。来週15日の例会

ことがベストです。しかし、仕事の都合、健康、コロ

時に入会式を執り行う予定です。

ナウィルスの問題でどうしても例会場に来られない会

②この度、日本のロータリー 100周年実行委員会・ビ

員も含め、頂いている会費には、お弁当代が含まれて

ジョン策定委員会より、別添のとおり、各クラブ宛

います。このお金を大事にするためには、先ずは、お

に「日本のロータリー 100周年ビジョンレポート

弁当の発注ロスが発生しないように、例会前日の水曜

2020」
（本編）PDFファイルが配付されました。

日午前10時までに欠席の連絡をすること。欠席連絡を

上記レポートは、2017年と2019年の２回の全クラブ

することで得られる一食当たりのお弁当代の一部にあ

対象WEBアンケートの結果に基づき、100周年を迎

たる金1,000円をロータリー活動の原資となる寄付を

えた日本のロータリーが、奉仕の第２世紀に進むべ

自分の意思で表明すること。ロータリー活動を支えて

き方向性を提言するものとされています。特にレ

いることに共感できることと考えました。新たにお金

ポートの中でビジョン策定委員会が設定した視点１

を負担するのではなく、会費からの振替となり、毎週

～視点３に関する考察（22 ～ 32ページ）は各ロー

の連絡票を月毎にまとめ、一般会計から寄付管理口座

タリークラブのこれからの運営やあり方について考

へ移動させます。事務局の山崎さん、出席委員会、社

える際の参考になるものと思われます。

会奉仕委員会、会計そして幹事には、ご苦労をおかけ

会員の皆さまに後ほど、メールにてPDFファイル

することになりますが、毎週一人一人の会員が越谷東

をお配りさせて頂きますので、今後のクラブ活動に

ロータリークラブのことを考え行動することが同じク

活かして頂けますようお願い致します。

ラブで活動する会員間を繋ぐものと確信しています。
嬉しいことに先週の例会で阿部会員、小林充会員、鈴

③

点字名刺が出来上がりました。お帰りにお持ち頂
けますようお願い致します。

以上です。

木裕万会員、鈴木朝夫、皆川会員が手続きをしていた
だきました。また、本日も青柳会員、鈴木裕万会員、

地区からの委嘱

鈴木朝夫会員、髙橋功会員、富澤会員、皆川会員が手
続きをしていただいております。ありがとうございま
す。
みなさま承知のことと思いますが、改めて寄付先と
寄付金の使途をお伝えいたします。
①スマイル
クラブの奉仕活動の原資となります。
ＲＩテーマ「奉仕をしよう

みんなの人生を豊かに

するために」を実践できます。
②ロータリー財団

地区国際奉仕委員会

ロータリー財団の事業を支える原資となります。

阿部

朋博

畔上社会奉仕委員長が今年度プレゼンで獲得した財
団大口補助金事業を実施できます。
③米山記念奨学会

スマイル報告

社会奉仕委員会

畔上

米山奨学生を支援する事業を支える原資となります。

今

回

18,000円

張政さんの様に日本との懸け橋となる人材を育成し

累

計

53,200円

ます。
次の例会の案内

最後になりますが、先日隅田幹事と今回の制度が会

第1645回 7月15日

員皆さんに受け入れていただき、効果を感じた際には、

新会員入会式
会社創立祝卓話

ロータリーの友に投稿しようと話しをしました。どう
か会員のみなさん宜しくお願い申し上げます。

順平

■会

2021〜22年度

計

青木

伸翁

会計の仕事は本クラブのすべての

クラブ協議会

資金を管理することにあります。そ
して今年度は35周年記念の会計も担
当いたします。帳簿等の確認や必要

（SAA/未来/会計/会計監査/
奉仕プロジェクト部門/
ロータリー財団）

な業務をしっかり行うと共に、上半期の中間報告、
年度終了後には速やかに決算報告をいたします。会
員の皆様のご協力を宜しくお願いいたします。
■会計監査

秋山

坦

クラブの会計監査は年度計画書に
■SAA

原

美光

基づく予算に対する決算の執行の確

会長要望でもあります例会場の秩

認ですが今までは年度終了時（年１

序と品格を保持する任務ということ

回）監査し報告して来ましたがそれ

です。

では差異が生じている場合、是正指示が出来ません
ので会計報告に合せ年２回（中間・最終）レビユー

１時間の例会時間を時間内で収め

してして行きたいと思っております。

られるよう皆様の協力をお願いします。
さすが、越谷東クラブの例会は素晴らしいと言わ

■奉仕プロジェクト部門

れるよう皆様の協力をお願いします。

小林

賢弘

奉仕を基礎とした世界平和の実現
■未来委員会

浅水

輝子

というロータリーの究極の目的のた

皆様こんにちは。お変わりなく穏

め、そして新型コロナウィルスの影

やかでお優しい皆様にお目にかかれ、

響を受け困っている方々の希望とな

とても幸せな想いで一杯でございま

る活動をより多くの会員に参加していただけるよう

す。コロナ事情等辛い事が続き心が

検討します。

折れそうな毎日の中で、何気なく例会を楽しんでい

奉仕部門４委員会の総括責任者という立場ではあ

た日々が限りなく貴重だった事を改めて知りました。 りますが、大先輩である小暮職業奉仕委員長、畔上

特殊な状況下におかれた本年度の抱負や方針、企

社会奉仕委員長、大野国際奉仕委員長、浜野青少年

画等につきまして会長はじめ粒ぞろいの経験豊かな

奉仕委員長にご指導をいただきながら、このコロナ

思慮深い皆様のお力を頼りに出来る限り頑張れたら

禍の中で活動は限られてしまうかもしれませんが、

と願うばかりです。宝物のようなロータリアンの逸

できることを見つけてベストを尽くしていきます。

材の方々から沢山の事を学ばせて頂きながら精一杯

そして奉仕部門委員長、会長エレクトという視点

努力致します。会長や皆様にしっかり寄り添いクラ

からクラブ全体を見つめ直して、何がクラブのため

ブ活動に努めてまいります。どうぞよろしくご指導

になるのか、どうすれば選ばれるクラブになれるの

のほどお願い申し上げます。

かについて考え、北林副幹事と一緒に次年度への万
全の準備をしていきますので
皆様のご協力をお願いいたします。

■職業奉仕委員会

小暮

進勇

■国際奉仕委員会

大野

祐肇

今年度、職業奉仕委員会を担当し

任務においては、国際奉仕に関す

ます小暮です。委員会構成は、副委

る事項を遂行するために、方策を考

員長：杉下 智、委員：秋山 坦、浅

案しなければならいと思っておりま

水輝子、天田裕、飯山勝司、榎本裕

す。コロナ禍の中でありますが、こ

希、大野豊次、出口 昇の以上９名で務めさせて頂

の年度内に、経済状況が変わっていけば、何かしら

きます。加藤盛也会長より委託された任務、会長要

方策、考案を実施していきたいと思います。現段階

望を順次的確に実施して参ります。１年間９名で力

では、海外に支援活動として現地に出向き、視察・

を併せ努めて参りますので、皆様のご協力、宜しく

検証を行うのは困難な状況であることと思います。

お願い致します。

出来る限りのことを会長要望通り、委員の皆様はじ
め、会員の皆様のご協力を頂き、また、35周年実行
委員会と連携し、活動して参りたいと思います。

■社会奉仕委員会

畔上

順平

奉仕部門の重要な役割を与えられ、
大変緊張感を持って臨んでおります。
今年度は若手とベテランのバラン
スの良いメンバー構成となっており
ます。北林副委員長をはじめ、メンバーと協力しあ
いながら、これまで以上の奉仕活動を展開したいと
思っております。

■青少年奉仕委員会

浜野

隆浩

１．インターアクトの市民まつりへ
の活動支援（交通パレード、大道
芸の寄付集めへの参加）
２．インターアクト生が例会に参加
できるように支援します。
３．インターアクトクラブの例会へ参加します。

事業としては既に、地区補助金の大口枠が事業採
４．叡明高校とは有効な関係を保っていきます。
択されており、秋口に向けて準備を進めております。 ５． 国 際 奉 仕 委 員 会 に 協 力 を し て、 奨 学 学 友 会
また、例年行っております高校野球大会は第20回
（Friendsフレンズ）の活動を支援します。
の記念大会と本会35周年記念事業が重なる大切な大
会となっております。これまで以上に盛大な大会開
催となるように既に準備を進めております。そして、

■ロータリー財団委員長

阿部

朋博

会員の皆様には、ロータリー財団

越谷市民まつりでは例年のパレードや大道芸と交通

の趣旨を理解され、毎年ご寄付をい

遺児募金活動は既に中止が決定しており、違った形

ただき感謝申し上げます。ロータ

での奉仕活動を模索する事になりそうです。その他

リー財団は、会員の皆様の貴重な浄

の活動につきましてもコロナの影響による活動自粛

財によって支えられております。

等の要請に従い、柔軟な対応を行って参ります。例

「世界でよいことをしよう」と呼びかけ、スター

会は会場とオンラインとのハイブリッド化が定着し

トしたロータリー財団は、今や世界有数の財団に成

た事によって、スマイル報告は通常通り、会場にて

長し何百万という人のために人道的支援を行ってき

交代で行うことになります。欠席やオンラインの方

ました。財団の使命は、ロータリアンが人々の健康

のメッセージも事前に用意出来るようになりました

状態を改善し、教育の支援を高め、貧困を救済する

ので、多くの皆さんのスマイルを報告していきたい

ことを通じて、世界理解、親善、平和を達成できる

と思っております。

ようにすることです。その使命に基づき私たちロー

ご挨拶
タリアンは、日々世界の人々のため、地域の人々の
ためにお役に立てることを探し、行動しております。
どうか、この趣旨を再確認の上、今年もご協力を宜
しくお願い申し上げます。
また、越谷東ロータリークラブのロータリー財団
寄付預り金合計金額は2020〜21年度６月末現在下記

天田

の通りとなっております。

裕

ロータリー財団：726,006円
今年度のロータリー財団の寄付目標は（2021年７

武蔵野銀行の天田です。
本日はご挨拶の機会を頂きありがとうございます。

月１日現在会員数51名として）
●１人当たり250ドルで、総額では250ドル×51名

まず最初に加藤会長、隅田幹事の新年度のス

=12,750ドル（７月ロータリーレート111円）（111円

タート誠におめでとうございます。改めてお祝い

換算で1,415,250円）となっております。

申し上げます。

そのうち一般会計から１人当たり50ドル×51名
=2,550ドル（111円換算で283,050円）が寄付されます。
●ロータリー財団では上記寄付以外に恒久基金ベ
ネファクター 2名（2,000ドル）
（111円換算で222,000
ロ ー タ リ ー 財 団：1,415,250円 −（726,006円

年はお仲間でいたかったのですが…２年と２ヶ月、
大変お世話になりました。
年前、浜野前々会長年度の最終例会に参加させて
頂き、楽しい時間を過ごさせて頂きました。しか

+283,050円）＝406,194円
406,194円+222,000円

たび東京支店へ異動する事となりました。もう１

思い起こしますと、お仲間に加えて頂いた一昨

円）が目標となっております。

ロ ー タ リ ー 財 団：

ただ今ご紹介頂きました通り、残念ながらこの

合計

628,194円
628,194円を目標にロータリー財団委員会より会
員の皆様にご協力をお願いいたしますので、宜しく
お願い申し上げます。
尚、寄付金の送金月は、ロータリー財団月間（11
月）とさせていただきます。
※寄付金においては、税額控除が受けられます。

しその年末のクリスマス例会はインフルエンザの
ため参加できず、とても残念な思いをした事を覚
えています。
更に昨年は新型コロナの感染拡大に伴い、様々
な制限のなかZoom例会や休会等もあり、皆様と
直接顔を合わせる機会も減ってしまったこと、ま
た銀行の行内ルールにより懇親会等にも参加でき
なかったことを大変申し訳なく思うと共に、心残
りとなっています。

10月24日： 世界ポリオデー（ポリオ根絶まで残

お仲間に入れて頂きながら、何のお役にも立て

り２か国アフガニスタンとパキスタンのみになりま

ず旅立つのは心苦しいばかりですが、後任の飯島

した）、11月ロータリー財団月間の何れかに、今一

支店長には是非私の分も頑張ってもらえればと

度関心を寄せて下さる有意義な企画を計画したいと

思っています。

考えております、その際にも知識と時間の寄付をお
願いいたします。
１年間どうぞ、よろしくお願いいたします。

あっという間の２年と２ヶ月でした。名残を惜
しむ間もなく慌ただしいお別れとなりますが、本
当にお世話になりました。越谷東ロータリークラ
ブの益々のご発展と、皆様のご健勝・ご多幸を心
よりご祈念申し上げます。
ありがとうございました。

ビジターゲスト挨拶
米山記念奨学生

本日は私の故郷である、蘇州についてご紹介させ
ていただきたいです。日本だと京都のように存在で、
蘇州は伝統文化の宝箱でございます。
「でも中国は本当に広いから、そもそも蘇州って
どこなん？」と悩んでいる方は今いらっしゃらな
かったでしょうか。地図に載せたように、蘇州は上
海の上にいます。車で２時間くらいかけば行けるど
ころです。雑談すると、元々上海は蘇州の一部分で、
かなり田舎なところでした。イギリスの侵略で植民
地となり、高速に進化しに行きます。これが今のお
しゃれで地名との高い上海に発展できた根本的な理
由です。御覧のように、蘇州は2500年の歴史を持つ
かなり古い街ですね。
「へ～すごいじゃん。それでも聞いたことないな、
何が有名なん？」と悩んでいる方は今いらっしゃら
なかったでしょうか。中国では一つ名言が流れてい
ます。「天には極楽あれば、地には蘇州と杭州ある」
という。川と自然に籠まれでいる蘇州の中心には、
四つ有名な庭園があります。全部世界遺産に登録し
ており、主に国家が管理しています。季節関係なく
楽しめる広い庭園となります。「ガーデンって、ど

蘇州

張

政様

れも同じでしょう」と一瞬思ったあなたにはお勧め
しますよ。
「いろいろ遊べるけど、結局何がおいしいなん？」
と悩んでいる方は今いらっしゃらなかったでしょう
か。皆さんが聞いたことのある「上海ガニ」が、実
は蘇州が原産地でありますよ。それ以外、蘇州では
150種類以上の面料理がございます。ワンタンや焼
き小籠包など、海に近いので海鮮料理もたくさんあ
ります。中国の南部にある蘇州の人々はどっちかと
言うと甘口なので、様々なデザートもすごく安い値
段で手に入れます。
今日は時間の制限でここまで紹介させていただき
ます。どうでしょうか。今回の卓話で興味を持って
くださった分野はございましたか。食べ物について、
庭園について、歴史について、旅行の注意点につい
て、もしくは蘇州の方言についてなど、教えてくだ
さったら内容の優先順位も決められます。感想をい
ただけたら幸いです。ぜひ蘇州で楽しい中国文化を
体験することをお勧めします！
今日はご視聴ありがとうございました。

蘇州
庭園

中国伝統⽂化の宝箱

そもそもどこなん？
・2500年の歴史
・⾯積は約広島県
・「姑蘇」という旧名
・四季の変化がはっきり
・気候は温暖多湿

何がおいしいなん？

何が有名なん？
「天には極楽あれば、
地には蘇州と杭州ある」
・「⽔郷の都市」
・「庭園の都市」

ぜひ遊びに来てください♥

