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みなさんこんにちは。
本日は、今年最後の例会場での例会となります。来
週のクリスマス例会で上半期の日程を終了いたします。
昨日は第８グループ会長幹事会が開催されましたが、
少し心配なことがあります。小林ガバナー補佐が現在
入院中ということで、手術の予定があり年内に退院が
できるか微妙な状況のようです。会議では、大濱ガバ
ナー補佐幹事から入院中の小林ガバナー補佐に代わり
ＩＭの登録に対するお礼と当日の協力要請がありまし
たので皆様にご報告いたします。
さて、私は今週の頭から私が身元引受人となってい
て来年１月７日に刑期を満了し、青森刑務所を出所す
る受刑者と面会するために青森市へ行ってきました。
青森刑務所へ向かうタクシーの中で運転手さんから
「今年は雪が少なくて助かっているけれど、除雪作業

を請け負っている土木会社が仕事にならなくて困って

幹事報告

いる。飲食店にも影響があり、結果としてタクシー会
社の売り上げにも響いている」という話があり、雪国

①

隅田

敏

本日の例会において、皆さまにお配りしましたか

の経済循環を教えられ、なるほどと思いました。

わいい卓上カレンダーは、会員の斉藤さんからお配

話は戻りますが、受刑者から約１ヶ月前に届いた手
紙に「自分の出所が近づくにつれ、ろくでもない奴が

幹事

り頂いたものです。ありがとうございます。
②

昨日、第８Gの第６回会長幹事会が開催されまし

出所してくるなどという声が母親と息子の耳に届き、

た。

相談する人もなく精神的にまいっているので話を聞い

ⅰ

2023～2024年度ガバナー補佐候補者として越谷

て来て欲しい。」と書かれていました。早速、母親と

南RCの染谷宗一様が推薦される予定とのことで

息子に会いに行き現在の心配事、出所後の生活拠点に

す。

ついて話を聞きました。高校２年生の息子からは、
「小

ⅱ

12月３日に開催されましたIMチャリティーゴ

学校の低学年時に父親がいなくなり、当初は戸惑った

ルフにご参加頂いた方々から合計12万円の寄付を

けれど、学校の先生をはじめ出合った人たちに良くし

頂戴し、ロータリー財団に寄付頂くことになりま

てもらいここまで嫌な思いをすることなく生活して来

した。

られました。」「父親はしてはいけないことをしてしま

③

会員の清村先生より、会員の皆さま向けにインフ

い刑務所に入ることになったけれど、出所後は家に

ルエンザ予防接種のご案内がありました。必要な方

帰ってきて欲しい。」「自分は、高校を卒業後、電気技

は、直接、南越谷病院に予約をお取り頂けますよう

術士になるための専門学校へ行きたい」と明快に云わ

お願い致します。

れました。また母親からは、「私たちとの生活が上手

④

最後に次会例会のご案内です。

くいくのか心配。」「孫がこれから大事な時期なのに悪

2021年12月23日

い影響がないか心配。」とも云われました。この二人

17：30

登録受付開始

の想いを手紙に書いて送ってニュアンスが伝わらない

18：00

点鐘

と困るので、直接面会をして伝えたほうが良いと判断

場

所

木曜日

ベルヴィ「ハウス

オブ

ザ

マカロン」

し青森行を決めた次第です。刑務所に到着後、身元引
受人としての面会手続きを済ませ順番が来て面会室の
入ると刑務官の横に前回青森刑務所へ来て以来約４年
ぶりに会う受刑者が頭を下げて、ガラスの向こうから
話しかけてきました。私からは、家族の考えているこ
とを伝え、生活の糧のこと、過ちを起こすことのない
生活をどのように考えているかを聞きました。本人か
ら納得のできる回答を得られたので、「全面的に応援
するので、物事が上手くいかないときには相談に乗る

スマイル報告

社会奉仕委員会

島根

今

回

20,000円

累

計

408,600円

し、息子との関係で第三者が入ったほうが良いと感じ
た時には何時でも声をかけて欲しい。」と伝え、久し
ぶりに話す時間が制限の30分をあっと言う間に迎え、
出所後の再開を約束して面会を終えました。来年から
の彼のリスタートが上手くいくことを願って、本日の
会長の挨拶とさせていただきます。

加藤会長
お土産ありがとうございました！

常二

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・米山記念奨学）

■会計監査

秋山

坦

今日は会計監査の秋山です。11月
25日に加藤会長隅田幹事・青木会計、
立会いの基に会計監査方針に従い四
半期（７月～10月）の会計監査を行
ないました。会計処理についてはスピード感が有り、
且つ正確ですが委員会活動はこれからです（10月末
時点）是非、各委員会（委員長）は年度（計画予算）
に基づき、実行予算を立て誠実に執行して下さい。
執行中大幅な予算変更、科目変更が生じた場合は理

■会場監督（SAA）

原

美光

事会の承認を得て下さい。会計監査は決められた事

公式訪問例会で松本ガバナーより

を決められた通り実行されているかをルールに照ら

ご指導頂いた「楽しいクラブ運営を

してチエックするだけです。年度末に帳尻合せでバ

心掛けるように」との事でした。例

タバタしない様（これは私の経験ですが？）宜しく

会開始３分前のアナウンスでそれぞ

お願いします。

れが席に着いて例会開始を静かに待てるようこれか
■奉仕プロジェクト部門

らもご協力ください。

小林

賢弘

加藤・隅田年度の半期を終えて、

楽しいクラブ例会の３要素
１．しっかりした例会運営

コロナ禍で活動が制限された中で、

２．充実した卓話

社会奉仕事業を中心にできることに

３．美味しい食事

はクラブ全員でベストを尽くせたと
感じています。今後は治療薬が広く出回って、１日

■会

計

青木

伸翁

年度前半におきまして、全会員よ
り半期の会費の納入をいただき有難

も早くコロナがただのコロナ風邪になることを祈っ
ています。残り半分、引き続き皆様のご協力をよろ
しくお願いいたします。

うございました。また支出におきま
しても各項目予算内での執行が行わ

■職業奉仕委員会

れております。まだコロナ下ということもあり委員

今年度も、12月を迎え半期が終わ

会によっては活動が難しいところもありますが、年

ろうとしております。それでは、こ

度後半ではできうる限り年度計画書に掲げた活動を

れまでの当委員会の活動について報

していただき、予算の有効活用をしていただきたい

告をさせて頂きます。

小暮

進勇

と思っております。今後も本クラブ資金の管理保管

年度計画書48ページ参照頂きたいと思います。今

をしっかり行って参りますのでご協力をよろしくお

年度の委員会構成は記載の通りですが、天田会員が

願いいたします。

勤務の都合で退会致しており、後任の飯島会員と入
れ替わっております。また、今月入会された鈴木一
朗会員が加わり総数は10名で務めさせて頂いており
ます。

当委員会の任務、［委員会方針・抱負］も、記載

⑶

⇨田中 基章会員

の通りであります。
最初の会長要望①でありますが、第一例会に輪番

⑷
⑸

2021年10月14日 第1655例会
⇨佐久間

記載）にて順次実施して参ります。
次に、会長要望②でありますが、現時点では、親

2021年09月30日 第1653回例会
⇨大野祐肇会員

にて行っております。一度だけプログラムの変更が
あり第二例会に実施致しました。今後も輪番（P48

2021年08月19日 第1648回例会

誠会員、畔上順平会員

５回実施し、７名の会員にお話しを頂きました。

睦旅行と併せて行う予定（令和４年４月10日～11日）

今後も、会長要望を着実に進めて参る所存でありま

と致しております。実施次期、行先等については、

す。後期も皆様のご協力お願い致します。

今後、会長、プログラム委員長、親睦委員長等と相
談し、委員会で協議を重ね実施することと致してお

以上、職業奉仕委員会よりの報告とさせて頂きま
す。

ります。第１回委員会を2021年12月10日、橋本家レ
イクタウン店で開催致しました。併せて創立35周年
の会場・式典委員会も致しました。
続いて会長要望③でありますが、５月13日開催の

■社会奉仕委員会

畔上

順平

社会奉仕委員会では、前期に３つ
の大きな事業に取組みました。

クラブ協議会での配布資料記載の会長要望③に「会

１つ目は地区大口補助金を活用し

員同士が、各々の職業を理解する機会となる企画を

た市内小学校特別支援学級への木製

お願いします。」とありましたので、過去に好評で

家具贈呈を行いました。新年度が始まる前から地区

あった2007年度、2008年度に実施した企画を再度、

内にてプレゼンを行い、３年連続での大口枠を獲得

実施することと致しました。これは、

することが出来ました。贈呈だけに留まらず、今後

〇クラブに、誕生・結婚祝いがあるように会社、

のクラブと学校との繋がりのきっかけとし、地元の

事業所の創立を祝い披露する機会があってもい

子ども達との接点をつくりたいと思っております。

いのではないか、日頃より顔なじみの仲間でも

２つ目は越谷市民まつりによる奉仕事業です。た

仕事は良くわからないという声からこの機会を

だ、今年度もコロナ禍での開催となり、例年の交通

通し改めて理解を深めて頂きたいという企画で

安全パレードや交通遺児募金と大道芸イベントにつ

す。

いては中止となりました。代替え案として行った越

〇この企画は、当時「もっとメンバーを知ろう」

谷未来メッセージプロジェクトとして、市民がメッ

ということで、スタートした企画です。１年に

セージを書き記した灯籠を葛西陽水際のウッドデッ

わたりプログラム委員会より割り当てられた時

キと中央市民会館のロビーへの展示を行いました。

間にお二人程度から、会社創業時の苦労や勤め

我々のメンバーにも未来へのメッセージを書いてい

ていた時のエピソードなど併せて懐かしい写真、 ただき、イベントに華を添えていただきました。
当時の建物、風景等をスライド等で拝見しなが
らお話しをして頂く企画であります。

３つ目は20回目の節目を迎えた越谷市高校野球大
会です。今回は東クラブ35周年の記念事業にも位置

今年度はこれまでに

付け、開会式、閉会式では叡明高校の吹奏楽部、合

⑴

2021年07月15日 第1645回例会

唱部に演奏合唱をご披露いただきました。また、法

⇨加藤 盛也会員、隅田 敏会員

政大学の応援団、チアリーダーの皆さんにも本格的

2021年08月05日 第1647回例会

な演舞をご披露いただき、盛大なセレモニーを催す

⇨五十嵐久幸会員

事が出来ました。試合では埼玉県の強豪チーム花咲

⑵

徳栄高校をお招きして特別試合を行うことも出来ま
した。大会も無事終了し、次回への期待が高まる大

■ロータリー財団委員会

阿部

朋博

いつも、ロータリー財団に、ご理
解ご協力頂き、ありがとうございま

会となりました。
メンバーの皆さんのご協力の下、大きな事業は終
了しましたが、引き続き東クラブらしさを探究しな

す。
2021〜22加藤年度のロータリー財

がら奉仕活動を牽引していきたいと思っております。 団寄付目標￥1,484,000（年次寄付及び恒久基金２名
後半は委員会のメンバー同士の交流も促進させ、奉

含む）でした。全ての会員の皆様のご協力並びに多

仕活動の意義を共有出来る場を積極的につくりたい

額のご寄付をご協力いただき10月28日に“公益財団

と思っております。

法人

ロータリー日本財団”宛に寄付目標額の

104％、寄付額総額￥1,545,336を送金することがで
■国際奉仕委員会

大野

祐肇

きました。

上半期では、コロナ禍により、何

“ロータリー財団月間”の主旨を尊重し11月25日

も立案することも出来ずに全く活動

に認定NPO法人 世界の子どもにワクチンを日本委

することができませんでした。大変

員会

申し訳なく思っております。地区か

トボトル回収・書き損じはがきの換金方法、換金の

らの案件も幾つかございましたが、理事会を通し賛

活かし方について」と題してご講話を頂きました。

同しませんでした。下半期は来期に向けて何か活動

事業内容を理解され多数の会員の皆様からご寄付を

情報を入手出来ればと思っております。

頂き、寄付金として認定NPO法人 世界の子どもに

清水大輔様に「ポリオ ワクチン及び、ペッ

ワクチンを日本委員会様に送金させ頂き丁寧なお礼
■青少年奉仕委員会

佐久間
代理

誠

鈴木二之将

本年度の青少年奉仕委員会は８月

状も頂きました。
重ねて、ロータリー財団に、ご理解ご協力頂き、
ありがとうございました。

22日にインターアクト年次総会を幸
手RCスポンサーのもと、幸手桜高
校にてリモートにより開催予定です。

■米山記念奨学委員会

皓章

米山記念奨学会は、日本のロータ

例年であれば夏休みに越谷東高校インターアクト部

リー独自の奉仕事業であり、「将来

の生徒を例会場に呼んで例会見学してもらう予定で

に渡り平和日本を世界に理解しても

したが、コロナ禍の為中止と致しました。

らうためには、一人でも多くの留学

以上で報告とかえさせていただきます。

会田

生を日本に迎え入れて平和日本を肌で感じてもらう
しかない。
」という思いを込めて運営されています。
その運営のもととなるものは皆様方のご寄付による
ものであり、上半期はおかげさまで目標を達成いた

引き続き、
後期もよろしくお願いします！

しましたが、依然コロナ禍の折例会等が平時のよう
に行えず環境は逆風の中ではありますが、奨学生が
生き生きと活動している様子を見ますと必ずや将来
の日本そして世界のために活躍する人材になると確
信いたします。そんな彼女彼らに対し将来の投資と
とらえ皆様方には後半もご支援の程お願い致します。

ビジターゲスト挨拶

埼玉baseballフェスタin越谷実行委員長

長瀬

翼様

埼玉baseballフェスタin越谷実行委員長の長瀬で

ブ様のご支援のおかげです。誠にありがとうござい

す。この度12月５日㈰に越谷市民球場にて、幼児～

ました。私達越谷・八潮地区中学校野球部顧問会で

小学６年生までの野球未経験者を対象にイベントを

このイベントをきっかけに、野球人口増加プロジェ

実施しました。参加者968名、さらに参加者アンケー

クトをさらに進めてまいります。もしかしたらまた

ト を 集 計 し た と こ ろ、 イ ベ ン ト に 対 す る 満 足 度

ご支援・ご協力頂くことがあるかもしれません。そ

97.9％という結果でした。これも東ロータリークラ

の時は何卒宜しくお願い致します。

― 功労者表彰 ―
〈米山功労者〉
会田 皓章 会員 第４回
青木 伸翁 会員 第８回
大内 一幸 会員 第４回
大野 祐肇 会員 第９回
栗田 晴巳 会員 第４回
島根 常二 会員 第17回
清村 忠雄 会員 第16回
平野 武志 会員 第18回
〈財団 ポールハリスフェロー〉
岡崎 愛子 会員 ＰＨＦ+5
平野 武志 会員 ＰＨＦ+8
守屋トミー 会員 ＰＨＦ+5
阿部 朋博 会員 ＰＨＦ+6
秋山
坦 会員 ＰＨＦ+3
青木 伸翁 会員 ＰＨＦ+8
小暮 進勇 会員 ＰＨＦ+8
株竹 眞次 会員 ＰＨＦ+5
大沢昌太郎 会員 ＰＨＦ+7
五十嵐久幸 会員 ＰＨＦ+1
〈ベネファクター〉
加藤盛也会員

