2021〜2022

越谷東
ロータリークラブ

越谷東ＲC運営方針

創立1987年5月18日

●みんなで躍動、
更なる発展
2021〜2022 ＲＩテーマ
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第1656回例会
2021年10月21日

司会：会場運営委員会／株竹 眞次
会報No. 1451号／担当：委員一同
会員数：53名／出席数：28名
出席率：54.9％

経済と地域社会の発展月間／米山月間⑴
本日のビジターゲスト

米山記念奨学生

張

◆黙 想
会長 加藤 盛也
◆開会点鐘
◆ロータリーソング斉唱「それでこそロータリー」
◆クラブソング斉唱
「クラブ賛歌」
（3番）
会長 加藤 盛也
◆ビジターゲスト紹介
米山記念奨学生 張 政 様
会長 加藤 盛也
◆会長挨拶
幹事 隅田
敏
◆幹事報告
ロータリー財団委員会 阿部 朋博
◆委員会報告
◆社会奉仕部門セミナー報告
社会奉仕委員会 畔上 順平
◆職業奉仕部門セミナー報告
職業奉仕委員会 小暮 進勇
◆越谷市高校野球大会の説明
会田 皓章
社会奉仕委員会 北林 隆一
◆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

政 様（リモート参加）

会長挨拶

会長

加藤

盛也

みなさんこんにちは。つい数日前は、半袖のシャツ
でも過ごせていた気候が一気に秋が深まり、寒さを感
じるようになりました。みな様風邪などひかれないよ
うにご注意ください。
今週は、会田直前副会長のお声掛けから、10月19日
㈫早朝から勝手にゴルフ、夜は橋本家さんで五十嵐会
長、田中幹事年度お疲れ様会を開催いたしました。コ
ロナウィルス禍で色々な不測の事態もあり大変な一年
でしたが、最後まで舵取りをしていただき本当にお疲
れ様でした。また、今年度初めての親睦活動となり、
ご参加いただいた会員の皆様、準備と進行を担当して
いただいた親睦友愛委員会の佐久間委員長、宮本副委
員長ありがとうございました。コロナウィルスの影響
で時期が遅れましたが、現年度会長として、直前年度

のお疲れ様会が開催できたことで一区切りできてほっ
としています。特に会長を終えた五十嵐さんの何とも

幹事報告

幹事

隅田

敏

余裕のある挨拶が羨ましく思えました。当初田中直前

①理事会の承認を経て、入会の申込みを頂けた方がい

幹事は、当初は仕事の都合で参加できないということ

らっしゃいます。粟屋裕二様の情報を入り口横に掲

でしたが急遽駆けつけていただき二人に感謝を込めて

示しておきますので、異議のある方は７日以内に理

花束の贈呈を行いました。

事会に理由を付記した書面にて異議申立をしてくだ

さて、私と隅田幹事年度も３分の１を終えようとし

さい。

ており、残りを全力で走り切り終えることを目指して

②昨日、第５回会長幹事会が開催されまして、本年度

第２エンジンに点火いたします。点火した勢いで10月

の第８グループIMの概要について報告を受けまし

31日㈰に越谷東ＲＣが継続事業として取り組んできて

た。テーマが「日本の未来そして世界平和へ」～青

いる第20回越谷市高校野球大会を迎えたいと思います。

少年育成とスポーツの力～となっています。

今月の第一例会で35周年栗田実行委員長、会田副委

基調講演を柔道家で東京オリンピック柔道日本代

員長、畔上社会奉仕委員長から当日の進行につて説明

表チーム監督の井上康生さんが担当されます。基調

がありましたが、記念大会とクラブ創立35周年記念事

講演はロータリアン以外の方も参加出来ます。皆さ

業として、今年度前半の東クラブのビックイベントと

ま楽しみにしていてください。

なります。今回は、スペシャルな企画で感動的で楽し

日時は、令和４年１月13日木曜日13時受付、第１

い開会式になりますので、是非会員全員の参加が達成

部式典14時～、基調講演は15時～、第２部新年賀詞

できます様にお声掛けをお願いします。ご不明の点が

交換会・懇親会16時45分～となっています。まだ先

ありましたらお問い合わせください。

の予定ですので、正式なプログラムが定まりました

また、高校野球大会の例会時には、10月７日に開催
された指名委員会で全員一致により次次年度会長候補
者が選出され、10月28日に開催予定のパスト会長会で

ら、あらてめて会員の皆さまに資料を添えてご案内
します。
③10月28日休会のご案内次回例会のご案内

報告の上、会員みなさんに発表いたします。こちらも

次週、10月28日木曜日は、越谷市高校野球大会の

現年度会長として、大きな責任を果たすことができま

振替で休会となります。越谷市高校野球大会開会式

す。越谷東クラブの未来を承継する大事な場面に多く

の日の例会は、10月31日日曜日、この日は会員の皆

の会員に立会っていただけます様に併せてお願い申し

さまには、午前７時45分に越谷市民球場に集合頂き

上げます。

まして、諸々設営などのお手伝いを頂きまして、開

なお、当日は、10月19日に公示された衆議院議員選

会式後の10時30分から例会セレモニーとなります。

挙と10月24日に告示される越谷市長選挙の投票日と重

メンバーはポロシャツ・ロータリージャンパーある

なっています。期日前投票もしくは、開会式と例会が

いはベスト・帽子（持っている方）着用のうえ運動

終わった後に投票へ行っていただける様にお願い致し

靴の用意をお願いします。

ます。兎に角盛り沢山の10月31日となりますが、来年
５月に開催予定の記念式典に繋がりますので、準備か

例会場で行なわれる次回の例会は、11月４日木曜
日となりますので、ご留意ください。

ら担当していただくメンバーの皆様宜しくお願いしま
す。私ごとですが、緊急事態宣言が解除されてから、
色んな方からお声掛けいただき会食が続いており、左
足の親指の付け根が疼きだしています。痛風との長い
付き合いをしている経験則で早めに発症させて31日ま
でに鎮静化させるか、節制をして発症を抑えるかのど
ちらかを選択して、間違っても足を腫らして当日を迎
えないようにして始球式を行いますので、皆様お立合
いのほどをよろしくお願い致します。

委員会報告
◆ロータリー財団委員会

阿部

朋博

ロータリー財団委員会からの報告とお願いです。
10月24日世界ポリオデー・ウオークラリー、東京丸
の内ビルディング前午後1：30ご集合。

スマイル報告
今
累

社会奉仕委員会

島根

回

21,000円

計

268,600円

常二

寄付とはむやみに広げれば良いものではないと思っ
ております。下心のある寄付は結局身にならないし限
りある時間で。年次寄付、ポリオプラス寄付地区目標
250ドルで未来と幸福に協力したい。形は３年後にい
ただけます。ご協力下さい。

職業奉仕部門セミナー報告

職業奉仕委員会

小暮

進勇

14：20〜

先日、開催された職業奉仕セミナーの報告を致し

職業奉仕部門委員長

ます。

・内田

Zoom参加致しまいたが、配布された資料はあり
ませんので私のメモにて報告に替えさせて頂きます。

康信（浦和北東RC）

今年度の方針等の話。
14：25〜15：40

2021〜2022年度 職業奉仕セミナー「報告」

事案⑴〜⑷発表

開催日時：2021年10月９日㈯

⑴吉田

実施方法：Zoom

13：00登録

年3,200社現存している。

・松本輝夫ガバナー挨拶
13：40〜14：15（35分）
・基調スピーチ
貫

浩士（大宮西RC）

国内に於いて創業1,000年９社、500年30社、200

13：30点鐘

アドバイザー、担当諮問委員

大

等（上尾西RC）

⑵鈴木

義男（浦和北東RC）

⑶加藤

哲男（岩槻東RC）

⑷紅谷

弘二（上尾西RC）

最近のRIまた世界での職業奉仕の解釈、捉え方、

総評

考え方の話。健全に自分の仕事をすることで回り

・大貫

等（上尾西RC）

の人々の幸せにつながる。二宮尊徳、石田梅岩（い
しだばんない）江戸時代の思想家、倫理学者。近

国際大会推進委員長

江商人（おうみしょうにん）

・小林

操（越谷北RC）

2022年６月４日ガバナー・ナイト
アメリカ・テキサス州・ヒューストン

14：15〜14：20休憩

2022年６月５日RI国際大会
※皆様の参加をお待ちしております。

10月 24 日
『 世界ポリオデー』
トレインジャックプロジェクト

「END POLIO NOW」
のTシャツを着てプロジェクトに参加し、撮影した写真や動画をクラブHPやSNSで発信しよう。

トレインジャック 10月18日(月)〜24日(日)

JR東日本の全ての女性専用車（京浜東北線・根岸線、埼京線、
りんかい線、常磐線各駅停車、
つくばエクスプレス、
中央線快速、
中央総武線各駅停車、青梅線、五日市線）及び南部線、横浜線の1編成の中刷り広告を
「END POLIO NOW」
でジャック！
有楽町駅前広場でのイベント
ポリオ根絶活動に関わる全ての人々が交流を図る場として ミニコンサートやフードコートを開催
「END POLIO NOW」
ウオークラリー
「END POLIO NOW」
のTシャツを着て、東京駅丸の内口からイベント会場へ向けて歩き、多くの人に発信しよう！

詳しい情報はこちらへ
Tシャツ&マスクの購入はこちら

プロジェクトの 詳 細 はこちら

公式HP
https://worldpolioday2021.rid2750.org/

㈱オクトンWEBショップ
特設ページ

＊ 期間限定7/25〜9/17
（予定）
※

販売価格の一部をポリオプラス基金への寄付

https://www.octon.co.jp/view/item/000000002150

情 報 発 信 はこちら

公式
FaceBook
https://www.facebook.com/RI-2750トレインジャック-プロジェクト2021-113056817699397

各クラブでの活動
各クラブでの活動
クラブ独自の活動も大歓迎！
「END POLIO NOW」
のTシャツを着用しての例会やポリオ根絶活動に関わる卓話の実施、募金
活動やイベント開催など。活動報告を実行委員会へ！皆様の活動をまとめて国内外へ発信します！
＊都内の新型コロナウイルスの感染状況をみて、
内容を変更する場合がございます

【主催】国際ロータリー 第2750地区
【共催】国際ロータリー 第2580地区 ・ 国際ロータリー 第2590地区
国際ロータリー 第2770地区 ・ 国際ロータリー 第2790地区
【お問い合わせ】
「世界ポリオデートレインジャック」プロジェクト実行委員会

【協賛】サノフィ株式会社
【協力】株式会社オクトン

worldpolioday2021@rid2750.org

五十嵐会長・田中幹事 一年間お疲れ様でした！

勝手にゴルフ

