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第1663回例会
2021年12月9日

司会：会場運営委員会／橋本 政行
会報No. 1456号／担当：委員一同
会員数：55名／出席数：35名
出席率：67.31％
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みなさんこんにちは。今週の例会は、クラブ協議会
となります。上半期のクラブのために活動していただ
き感謝申し上げます。
さて、昨日12月８日は太平洋戦争開戦となった真珠
湾攻撃から80年を迎えた日です。実際には、海軍によ
る真珠湾攻撃より１時間５分早く陸軍がマレー半島の
英領コタバルに上陸し英軍と戦闘を開始したのが正確
な開戦の口火となるようです。昨日の新聞記事で興味
深いものがありましたので披露させていただきます。
東京大学の加藤陽子教授（この方は皆様もご記憶があ
るかと思いますが菅総理が就任直後に学術会議が推薦
した会員候補の中で６名の任命を拒否した内の１人で
す）が14年前に神奈川県鎌倉市で始めた「戦争の論理」
を説いた授業を「それでも日本人は『戦争』を選んだ」
という名で書籍化し、累計で43万部発行されているそ

うです。授業の中身は、戦争当時自分が生きていたら

然です。その意見を汲み取り、ベストな答えがない場

どういう行動をとったであろうかを想像するというも

合は、ベターな方向へ進もうというコンセンサスを取

のでした。その授業を受けた当時の生徒が30歳になり

れる信頼関係も必要でしょう。

当時の授業について振り返って、「何を目的に、誰が

最後にまとめますが、一度決めたらやり通さなくて

決めたのか、責任がはっきりしないまま、なんとなく

はいけないことは別にして、責任ある立場を負ってい

ものごとが動いていく。開戦前の日本はああだったの

る場合には、考え直して修正が可能な事象に対し、常

だろうな」と任命拒否問題も絡めコメントをしていま

に現状を把握しながら正しい判断に基づき軌道修正し

した。この元生徒は東大に入学して周りと同じように

ていくことが必要なことだと考えさせられた次第です。

司法試験を目指していたが、ふと「自分が決めれば、
この道をやめてもいいのだ」と思い放棄し、銀行の内

幹事報告

定も蹴って独自の道を歩むことを選択したことにより、
世の中の空気に逆らう大変さが身に染みて感じたそう

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カ

です。更に「戦時中なら、自分も『神風が吹く』と言

ラフルな卓上カレンダーは、会員の粟屋さんがお配

いふらす側にいたかもしれない」と語っていました。

り頂いたものです。ありがとうございます。

また、別の元生徒は、「何が正しいのか、判断を間違

②

地区よりRLIパートⅢのお知らせが来ています。

うこともあるとすれば、出来るのは多様な意見をつぶ

2022年１月29日土曜日です。興味のある方は事務局

さないこと、自分の主張と違う意見を排除しないこと

山崎様にお問い合わせください。

が大事」と語っていました。もちろん戦争を起こすこ

③

最後に次会例会のご案内です。

とは、今後絶対にあってはいけないことですが、私た

12月16日木曜日例会場において通常とおり、12時30

ちの周りでは日々いろんなことが起きています。局面

分から開催されます。

においてできる限り正しい判断をするためには、やは

次回は、クラブ協議会の２日目となります。担当

り多様な意見を聞くことの大切さを改めて認識しまし

委員会の委員長は、ご準備よろしくお願い致します。

た。
強引に話題を関連させますが、新型コロナウイルス
の影響に対する経済対策の一部として閣議決定された
18歳以下の子どもへ年内に現金５万円、来年の入学
シーズンに合わせてクーポン券５万円を配布する事業
に対し、自治体独自で事務経費を削減して効果的な方
法を模索する動きが広がっています。このことは、国
が決めたことだから黙って従うということでなく、生
活者に一番身近な自治体が多様な意見を聞き取りなが
ら、方向を決めていくということができていて素晴ら
しいと思います。人口の少ない町や村で所得制限によ

スマイル報告

社会奉仕委員会

島根

今

回

28,500円

累

計

388,600円

常二

次の例会の案内
第1664回 12月16日

クラブ協議会

奉仕プロジェクト部門・
り、受給できる家庭とできない家庭があってよいのか、 （SAA・会計・会計監査、
大学生のいる家庭はどうなのか色々な意見があって当

ロータリー財団・米山記念奨学）

■勧誘委員会

クラブ協議会

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。
中村委員長のお話で同じ事を話
すので話さない方がいいかもしれ

（会員増強部門・公共イメージ・
クラブ管理運営部門）

ませんが、加藤会長の要望通り会員を増やせました
ので、良かったと思います。半分肩の荷が軽くなり
ました。まずは女性会員の永島つる子さんです。13

■会員増強部門

中村

猛

会員増強委員長の中村です。よろ
しくお願いします。上半期を活動の
振り返りますと、コロナ禍の中、各
クラブ会員増強は厳しい状況にある
とガバナー公式訪問で松本ガバナーがお話ししてお
りました。私はクラブ協議会の中で、中間目標とし
て12月末迄に３名増強しますと発表致しました。今
期の加藤年度の増強目標は純増５名です。現在、永
島つる子会員、粟屋裕二会員、鈴木一朗会員の３名
の入会を頂きました。そして現在、竹内会員の入会
申し込みを頂いております。上半期の会員増強目標
は達成いたしました。会員の皆様のご協力ありがと
うございました。
下半期につきましては、先日、私の紹介者であり
ます皆川会員がご逝去されましたので、２名の会員
増強が目標となります。当クラブの運営状況は、設
立35周年を迎え活動内容も充実しており、クラブの
雰囲気も非常に良いので増強２名は必ず達成できる
と思います。引き続き、皆さん紹介、推薦の協力を
よろしくお願いします。そして会員増強を楽しみた
いと思います。以上です。ありがとうございます。

年ぶりで入会してくださって本当に嬉しかったです。
ありがとうございます。以前例会に顔出して頂きま
した平さんですが、たまにランチに行ったりお茶を
飲んだり飲み会したりして、親睦深めています。う
ちのクラブの小林会員・飯山会員・勧誘委員会の副
委員長の出口昇さん平さん４人はずーと青年会議所
で仲良しグループだったそうです。だったら出口さ
ん来年は平さんよろしくお願い致します。
男性会員、粟屋会員・橋本会員入会してください
ましてありがとうございます。
■会員選考維持委員会

宮下

智之

上半期は、４名の会員候補者の方
について、会員資格の調査と職業分
類を行い、理事会に報告させて頂き
ました。
加藤会長が掲げる純増５名の目標実現に向けて、
下半期も任務を果たしたいと思いますので、会員の
皆様におかれましては会員候補者を推薦下さいます
ようお願い申し上げます。

■オリエンテーション・教育委員会

浜野

隆浩

奉仕の心がさらに育まれるよう下期も活動してまい
ります。

毎月第一例会でロータリーの友誌

しっかりとした「理念」の共有と、時代の流れに

などを使用して、会員に奉仕の心、
奉仕の実践に関する情報を提供しま

合致した「変革」への挑戦こそ！ロータリ＝の素晴

す。

らしさであることを再認識し、報告といたします。

コロナ禍と言うことで炉辺会合は実施しておりま
せん。飲食の伴う会合や飲み会はロータリー的には
少数で行うことがよろしいかと考えています。

■未来委員会

浅水

輝子

皆様お久しぶりでございます。大
変お世話になっております。

■公共イメージ委員会

宮下

智之

初めに、体調不良の為会長さん始
め皆様に大変ご迷惑をおかけいたし

上半期は、委員会メンバーや、会
員の皆様、ぶんせんさんにご協力を

ましたことを、心からお詫び申し上げます。何もお

頂き、会報を滞りなく発行できまし

役に立てずお許しくださいませ。お仕事に追われて

た。

無理を重ねてダウンしドクターの検査を初めて受け

下半期も、会報の発行事業を円滑に進めるべく、

ました。食欲不振が続きストレスにも負けて辛い

会員の皆様におかれましては、原稿の提出にご協力

日々でした。そして全ての検査をして頂きました。

を頂きますようお願い申し上げます。締め切りは毎

自分の内臓、骨密度、血液検査等PC画面上でも説

週金曜日となっています。よろしくお願いします。

明も頂きました。ドクターから思いがけない嬉しい
お話があり涙が・・ごめんなさい。…体調を整えて、

■クラブ管理運営部門

大内

一幸

５大奉仕部門のうち、クラブ活性

少しでもお役に立てるよう努力を致しますので、ど
うぞよろしくご指導下さいますお願い申し上げます。

化を目的に活動する「未来、プログ
ラム、親睦友愛、出席、会場運営」
５委員会でこの部門を担当していま
す。

■プログラム委員会

山﨑

勝己

上半期の委員会活動報告をさせて
いただきます。

社会情勢は世界的な規模で「新しい標準」を模索

今年度は、職業奉仕委員長の提案

していることを実感する毎日ですが、我々ロータ

で会社創立祝卓話を会員の皆さんに

リー・クラブの例会も奉仕の理念に基づき、「今」

順番で卓話をしていただく企画を実施させていただ

より少しでも良い世界を構築する第一歩になるよう

いております。

充実した企画をサポートしてまいりました。

コロナ禍で内部卓話が中心となってしまっていま

会長のクラブ運営方針を各委員会でさらに理解を

すが、感染者も減少し、少しずつ経済活動などもも

深め、管理運営部門5委員会がしっかり連携して、

どりつつありますので、下半期は様子を見ながら外

部卓話を取り入れていきたいと思っていますので、

しかもスマイル、米山奨学金、ロータリー財団にご

今後ともご協力をお願いいたしまして、活動報告と

自身の弁当代1,000円が寄付されしかもスマイルコ

させていただきます。

メントまで出席者に紹介されます。まさしく一石二
鳥！是非この連絡票を全員で共有していきたいもの

ありがとうございました。

ですね。
■親睦友愛委員会

佐久間
代理

宮本

誠
正行

■会場運営委員会

親睦友愛委員の宮本です。佐久間

会場運営委員会の橋本です。ドア

委員長が欠席の為代理にての報告し

当番表を入口壁に貼ってあったので

ます

すが、報告不足で皆様に見て頂けず

橋本

政行

にすみませんでした。グループＬＩ

上半期の親睦友愛委員会の活動は
新型コロナウィルス感染拡大防止の影響により活動

ＮＥの方へドア当番表を添付させて頂きますので、

できてませんでした。10月より解除になり12月23日

そちらでの確認もお願い致します。司会の方も自分

のクリスマス例会のご参加よろしくお願いします。

が司会の時は自分なりに頑張らせて頂きますので下
半期も宜しくお願い致します。

■出席委員会

杉下

智

【例会の出欠には必ず連絡票を使いましょう】
今回は一つだけお話させていただ

■創立35周年記念実行委員会

栗田

晴巳

第20回記念越谷市高校野球大会は、

きます。それは、毎週クラブからメー

畔上委員長率いる社会奉仕委員会と

ル送信される例会通知のワードファ

35周年実行委員会が一つになり、記

イル“連絡票”です。例会時は弁当

念大会にふさわしい事業として完遂

が用意されていることは皆さんご存じのことと思い

出来ました。これは会員皆様のご尽力の賜物と、深

ますが、うっかり例会出席を忘れていたり、ご報告

く感謝申し上げます。そして何より、会田副実行委

いただかないで欠席してしまうと弁当が用意され無

員長の20年間もの長きに亘るご尽力の賜物と、深く

駄になってしまうのです。もし５人いっぺんに欠席

敬意を致したいと思います。さて次は、2022年５月

した場合５個、10人なら10個余ってしまいます。金

15日に創立35周年記念式典を開催する訳ですが、た

額に直すと１食千円としても5,000円（５個）、10,000

だ今より式典に向けて準備をスタート致します。先

円（10個）になります。いかがでしょうか?

ずは、どんな式典を目指して行くのか、加藤会長と

この金額！せっかくならば寄付できないのか？そ

実行委員会で下準備を進めて行きます。次に、各委

こで連絡票の登場です。“連絡票”をあらかじめプ

員会様としっかりとすり合わせを行って行きたいと

リントするのも良し、ただエコが気になるならば

思います。５月15日式典まで、あと５か月となりま

メール（info@koshigayahigashishi-rc.org）、ライン

した。会員一つになって皆さんで35周年式典を成功

（越谷東RCグループＬＩＮＥ）でも報告可能です。

させましょう！

ビジターゲスト挨拶

越谷北ロータリークラブ
IM実行委員長 鈴木 英男

ＩＭの概要について
今年度、ＩＭの実行委員長を仰せつかりました越

様

ポルティコホールは通常は200名の宴席の用意が

谷北ロータリ―クラブの鈴木です。今日は貴重な時

できますが、現時点では飲食業界の規制があり、

間を頂き、ＩＭの概要についてお話をさせて頂きま

200名の8割、160名しか入れないと言うことで、規

す。新型コロナの第６波が来ないか、新しい変異株

制が緩和されなかったらどうしたら良いのか、心配

が広がらないか、不安を抱えながら準備を進めてい

を抱えております。
賀詞交歓会では抽選会も予定しておりますので、

ます。
お手許の事前チラシとプログラムのコピーにより

ＩＭが無事に終えることが出来ますように、皆さ

説明させて頂きます。

んのご支援・ご協力をお願い申し上げ概要説明とさ

先ず、ＩＭのテーマですが、

せて頂きます。

「日本の未来そして世界平和へ」
～青少年育成とスポーツの力～

です。

今年は東京オリンピック、パラリン
ピッが開催され、スポーツの力は国や文
化を超え、相互理解をもたらしてくれま
すので、敢えてこのテーマにさせて頂き
ました。
開催日は令和４年１月13日、木曜日で、
場所は越谷コミュニティーセンターです。
二部構成で一部が式典で小ホールにて、
二部が新年賀詞交歓会でポルティコホー
ルにて開催致します。
式典に先立ち舞台ではオープニングコ
ンサートを13時30分から開催しますので、
こちらも見て頂ければと思います。
式典は14時から14時45分までで、その
後、15時から基調講演があります。柔道
家で、元柔道男子日本代表監督の井上康
生氏の講演で、
テーマは
「日本の未来・青少年育成とスポーツ
の力」です。
この基調講演は一般公開をし、「広報
こしがや」の12月号にも掲載されました。
講演が16時30分に終わりましたら、ポ
ルティコホールに移動して頂き16時45分
から19時まで新年賀詞交歓会を開催致し
ます。

是非参加をお願い致します。

本日は、貴重な時間を有り難うございました。

