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●みんなで躍動、
更なる発展
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●奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために ANNIVERSARY
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第1662回例会
2021年12月2日

司会：会場運営委員会／株竹 眞次
会報No. 1455号／担当：委員一同
会員数：55名／出席数：38名
出席率：73.08％

疾病予防と治療月間
本日のビジターゲスト

新入会員

◆黙 祷
会長 加藤 盛也
◆開会点鐘
◆国歌斉唱
「君が代」
◆ロータリーソング斉唱
「我らの生業」
◆クラブソング斉唱
「クラブ賛歌」
（1番）
職業奉仕委員会 杉下
◆四つのテスト
智
会長 加藤 盛也
◆ビジターゲスト紹介
◆結婚記念日・誕生日祝 親睦友愛委員会 中村
猛
会長 加藤 盛也
◆会長挨拶
幹事 隅田
◆幹事報告
敏
勧誘委員会 岡崎 愛子
◆新会員入会式
（紹介者：中村 猛） 鈴木 一朗 様
◆ロータリーの友紹介
オリエンテーション・教育委員会 五十嵐久幸
◆クラブ年次総会
中間財務報告 会計 青木 伸翁（代理）隅田
敏
次年度理事・役員の承認、役職発表
会長エレクト 小林 賢弘
社会奉仕委員会 齊藤
◆スマイル報告
敦
出席委員会 島根 常二
◆出席報告
会長 加藤 盛也
◆閉会点鐘

鈴木

一朗 様

会長挨拶

会長

加藤

盛也

みなさんこんにちは。例会の冒頭にお知らせ致しま
した通り、11月22日に皆川会員がご逝去されました。
18日の例会に出席され、階段を上ってきた際に呼吸を
整えるのに時間を要している姿を鮮明に記憶していま
す。その様な体調にもかかわらず例会に参加していた
だいた皆川会員に感謝の気持ちと哀悼の意を伝えたい
と思います。心よりご冥福をお祈りいたします。
さて、月日が経つのは早いもので、師走を迎えまし
た。７月にスタートした加藤・隅田年度も５ケ月が経
過いたしました。前半の大事な事業として35周年記念
事業として位置付けた第20回越谷市高校野球大会、南
越谷小学校特別支援学級に対する和みの空間を提供す
る支援事業と関わっていただいた会員の皆様のお力添
えにより、成功裏に収めていただいたことに改めて感
謝申し上げます。今月は、疾病予防と治療月間となり
ます。ここ数日コロナウイルスの変異したオミクロン

株が国内で確認されたという心配なニュースが伝わっ

幹事報告

てきています。漸く感染の収束が見えてきて、経済活
動も通常に戻り始めた矢先に水をかけられた様な気持

①

幹事

隅田

敏

本日の例会において、皆さまにお配りしましたお

ちです。ワクチンの効果が無いのか、空気感染力が強

菓子は、張さんからお土産です。11月27日に米山記

いのか今後の正しい情報を得ながら状況を注視してい

念奨学生の日帰りバスツアーに参加をされて伊豆地

きたいと思います。

方にいかれたようです。張さんありがとうございま

昨日、越谷南ＲＣから高校野球大会運営に必要でお
借りしたインカムを返却するために南クラブ小林会長

す！
②

の会社へ行ってきました。その際に南クラブ例会で高

本日、第６回理事会が開催されまして、１月のプ
ログラムが承認されました。

校野球大会の動画を視聴していただいたお礼を伝えた

１月13日には第８Gインターシティ・ミーティン

ところ、小林会長が「法政大学の応援団、チアリーダー

グが開催されます。あらためて、正式なご案内をさ

を招いた経緯も含め大会開催にあたり東クラブの想い

せて頂きます。

を説明して上映したところ、出席会員全員が食い入る

また、１月27日の木曜日には、張さんが「感謝の

様に見ていました。」と話されました。私の始球式で

手紙」というテーマで卓話を担当して頂きますので、

ワンバンドになったところで笑いを取った様ですが、

楽しみにしていてください。

他クラブの事業を会員に共有していただいたお礼も改

③

地区より2024～2025年度ガバナー候補者の推薦依

めていたしました。

頼が届きました。自薦他薦にかかわらず、我がクラ

また、この２年間、コロナウイルスの影響で開催が

ブのメンバーからガバナー候補者がいましたら、お

中止されていた合同夜間例会を今年度は是非開催しよ
うということで打ち合わせをいたしました。年度計画

知らせ下さい。
④

最後に次会例会のご案内です。

書に記載された日程が年度末ということで、日程変更

12月９日木曜日例会場において通常とおり、12時30

を含め現在調整しているところです。正式に確定いた

分から開催されます。次回は、クラブ協議会の１日

しましたら皆さんにお伝えいたしますのでご期待くだ

目となります。担当委員会の委員長は、ご準備よろ

さい。

しくお願い致します。

話は変わりますが、先週の例会時にZoomで卓話を
していただいた世界の子どもにワクチンを日本委員会
の清水様からの寄付に対するお礼のメールを阿部ロー
タリー財団委員長がクラブグループラインへ投稿して
いただきました。是非ご一読ください。

クラブ年次総会
中間財務報告

最後になりますが、明日開催される第８グループＩ
Ｍ記念ポリオ根絶チャリティーゴルフ大会に参加され
る会員の皆様、天気は良いようなのでプレーを楽しみ
ましょう。

会計
（代理）

青木
隅田

伸翁
敏

青木会計担当理事の代行で報告をさせて頂きま
す。
令和３年７月１日～同年10月31日までの中間財
務報告について、決算要覧を皆さまのお手元にお
配りしました。内訳明細も含めた決算書類を確認
されたい方は、事務局に備え置いてありますので、
お申し出下さい。

スマイル報告

社会奉仕委員会

島根

今

回

27,000円

累

計

360,100円

常二

次の例会の案内
第1663回 12月9日

クラブ協議会

（会員増強部門・公共イメージ・クラブ管理運営部門）

張さん、 お土産
ありがとうございました。
美味しかったです！

よろしくお願い致します。

「ロータリーの友」12月号の紹介
「ロータリーの友」電子版もぜひご利用ください。
横組みP4〜5 RI会長メッセージ
「12月は疾病予防と治療月間ですが、残念なこと
にこのたびのパンデミックで疾病が地域社会にもた
らす打撃を知ることになりました」と述べられ、
「ぜ
ひ疾病の予防と闘いに重点を置いてクラブに何がで
きるか考えてみてください」と仰っています。
横組みP23
ドイツのロータリアンがノーベル化学賞を受賞
ドイツのミューハイムアンデアルームシュロスブ
ロイヒ・ロータリークラブの会員ベンジャミンリス
ト氏が不斉有機触媒の開発に貢献したとしてノーベ
ル化学賞を受賞しました。まさに世界中のロータリ
アンの誇りでありましょう。
横組みP24〜25 世界ポリオデー
10月24日当日には我がクラブから、加藤会長、阿
部財団委員長、張政さんが参加し、エンドポリオT
シャツを着て、東京駅から有楽町まで練り歩きまし
た。東京の2750地区が主催し、これに2580地区（東
京）、2590地区（神奈川）、2770地区（埼玉）
、2790
地区（千葉）が加わり共催となりました。
縦組みP4〜8（P77〜73）
「筋肉を保持、貯筋する大豆の力」
筋肉を保持する「貯筋」は非常に大事なことで、
筋肉量が多い人ほど長生きをするという研究結果が
出ているということです。贅肉しかない私はドキッ
としてしまいました。
また、宇宙での研究では、宇宙空間ではひどいと

オリエンテーション・教育委員会

五十嵐久幸

２週間で筋肉量の40％が落ちることが分かっている
そうです。これを補う食物が大豆ということで、大
豆をつかった食料が様々研究されているようです。
縦組みP9〜12
（P72〜69）公認会計士から運送業へ
いわき小名浜ロータリークラブの村田裕之さんと
いう方の記事ですが、公認会計士で、M＆Aにより
同業の運送会社など約40社を買収している経営者だ
そうです。
大学卒業後、大手保険会社に入ったが３年で退社
し、個人事業をするためまずは数字が好きだったこ
とから会計士を目指し正味一年間の猛勉強で公認会
計士に合格、その後縁あって運送業を始めるが東日
本大震災に見舞われ、売り上げが大きく減少したと
ころで、縮小するか広げていくかの岐路に立ち、広
げていくべきと決意。それからがすさまじく、45社
を買収し、震災直後の売上げ16億円が、今ではグルー
プ全体で245億円になったということです。
縦組みP23
（P58）
ラッピングバスでポリオ根絶を訴える
神奈川2780地区でポリオデーに向け、ラッピング
バスとチラシとガバナー補佐がラジオ出演してポリ
オ根絶を訴える啓発活動を行った記事です。ここま
での宣伝活動はあまり見たことがなく、今後こう
いった活動はとても必要であり、たいへん有効と感
じました。

クラブ年次総会
会長エレクト

小林

賢弘

年次総会にて皆様の賛成をいただき、2022～2023
年度の理事及び役員が決定しました。
より良いクラブになるため１年間全力疾走してい
きますので、ご指導とご協力をお願いいたします
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新入会員挨拶
入会にあたって
皆さんこんにちは。株式会社スイッチ代表取締役
の鈴木一朗と申します。
当社は、ホームページの制作・管理・運営と、会
社案内パンフレットの制作や会社のロゴマークデザ
イン、キャラクター開発などのグラフィックデザイ
ンをしておりますデザイン会社です。私を含めて個
性豊かな６人のデザイナーと共に日々お客さま（起
業）のブランディング構築に努めております。
よくホームページ制作はWebデザイナーへ、会
社案内パンフレットはグラフィックデザイナーへ依
頼して、出来上がったホームページとパンフレット
を見るとチグハグで全く違う会社のもののように
なってしまったということがありがちです。
そこを当社はWebデザインとグラフィックデザ
インのどちらも手掛けておりますので、ワンストッ
プで統一感のあるイメージに仕上げることができる

新入会員

鈴木

一朗 様

というのが特徴になります。
しかもホームページを制作する時に撮影した写真
素材をそのままパンフレット制作にも活用すればイ
メージの統一ばかりでなく、コスト的にもリーズナ
ブルになります。
オフィスはこの例会会場より旧４号を南へ200m
程先にありますコンテナを積み上げたようなちょっ
と変わった黒い建物の２階です。ここから程近くで
すのでぜひお越しください。
これから越谷東ロータリークラブの皆さまから
色々と学びたいと思います。ご指導くださいませ。
どうぞよろしくお願いいたします。

ご紹介

紹介者

中村

猛

鈴木一朗さんは皆様ご存じの方です。２年前当クラブのパンフレットをお願いしました。私とは中小
企業家同友会、倫理法人会で共に活動する仲間です。今回コロナ感染も減少して入会のお誘いをした所、
二つ返事で承諾して頂きました。加藤会長の喜ぶ顔が目に浮かびました。思い起こすと私も３年前の12
月入会いたしました。皆さんに受け入れて頂き今があります。一朗さんは人柄も温厚ですぐにクラブに
馴染と思います。先月に続き入会式を出来た事は増強委員会として嬉しく思います。本日は入会おめで
とうございます。

お め で と う

誕生日

（隅田

敏幹事）

永島つる子会員

〈欠席会員〉
青木伸翁会員・飯山勝司会員

鈴木裕万会員

12月

（加藤盛也会長）

（隅田

結婚
記念日

敏幹事）

永島つる子会員

〈欠席会員〉浅水輝子会員

（加藤盛也会長）

