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ロータリー親睦活動月間
会長挨拶

会長

加藤

盛也

みなさんこんにちは。
愈々今年度ラストマンスを迎えました。何とも言え
ない心持です。
さて、６月は ｢ロータリー親睦活動月間｣ です。本
日は、ロータリーの親睦と親睦活動についてお話しし
ます。親睦と奉仕は、ロータリーの二本の柱といわれ
ています。しかし、ロータリーは敢えて親睦と奉仕の
2022年～2023年
第8グループ ガバナー補佐

株竹 眞次

2022年～2023年
第8グループ ガバナー補佐幹事

杉下

智

解釈を、世間一般の人たちが考える解釈と異なる次元
に置いています。この２つはロータリー独自の概念で
あり、これを正しく理解しない限り、ロータリー思想
の 原 理 に 触 れ る こ と は 難 し い と 言 わ れ て い ま す。

◆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
智
◆四つのテスト
親睦友愛委員会
宮本 正行
◆結婚記念日・誕生日祝
会長 加藤 盛也
◆会長挨拶
幹事 隅田
敏
◆幹事報告
次年度幹事 北林 隆一
◆委員会報告
◆ロータリー情報
オリエンテーション・教育委員会 五十嵐久幸
◆「奨学学友会（フレンズ）からの
お祝いビデオレター」上映
社会奉仕委員会 畔上 順平
◆スマイル報告
出席委員会 杉下
智
◆出席報告
会長 加藤 盛也
◆閉会点鐘

Fellowship を「親睦」と訳しましたが、本来は「連
帯感」とか「協調」と訳した方がわかりやすいのかも
しれません。
「親睦」とはロータリークラブが、クラ
ブとして存続していく上で欠かすことの出来ない必要
条件で、ロータリアン１人１人の心が結合した状態を
表す概念で、
言いかえれば、
“Fellowship”はロータリー
の牽引力とも言えます。
ロータリー運動の実体を、見事に表した言葉として、
「入りて学び、出でて奉仕せよ」
“Enter to learn, Go
forth to serve"という言葉がありますが、これは1947
－1948年、ケンドリック・ガーンジー RI会長のRI テー
マです。
判りやすくいうと「例会場に入ったらロータリーを
学びましょう、そして例会場を出たら奉仕をしましょ
う」ということです。週一回の例会に集い、例会の場

で、職業上の発想の交換を通じて、分かち合いの精神

最後に話は変わりますが、今年度親睦友愛員会佐久

による事業の永続性を学び、友情を深め、自己改善を

間委員長、宮本副委員長を中心にした委員会のメン

図り、その結果として奉仕の心が育まれてきます。こ

バー、また、親睦活動の会場を華やかにしていただく

の例会における一連の活動のことを「親睦」と呼ぶの

看板をいつも作成していただいている岡崎さん、後半

です。例会で高められた奉仕の心を持って、それぞれ

の怒涛の親睦活動にご尽力いただきありがとうござい

の家庭、職場、地域社会に帰り、奉仕活動を実践しま

ます。
残すは、最終例会となりました。ご負担をお掛け致

す。これが理想とされるロータリーライフです。悩み
ごとを相談する真の友人こそロータリーの友でなけれ

しますがよろしくお願いします。

ばならず、それを可能にするためには、ロータリーの
友情、即ち親睦を更に高めなければなりません。そし
てまた、ロータリー親睦活動（Fellowship Activities）

幹事報告

とは、文字通り親睦の下にロータリアンのつながりを
築き、趣味や職業に関連したグループが集まり楽しむ

①

幹事

隅田

敏

本日、第12回理事会が開催されました。

活動です。世界的には、ロータリー親睦活動は、エス

会計担当の青木理事からのお願いです。クラブに対

ペラント語に関心を持つロータリアンが集まったこと

する請求分がある場合には、決算の都合上、７月の

をきっかけに1928年に始まりました。現在、ジャズ、

第２例会までにお願い致します。

ヘビーメタル愛好家などの音楽ジャンル、バトミント

②

次回、次々回例会のご案内です。

ン、卓球、ゴルフなどのスポーツジャンルその他思想

６月９日、16日木曜日は、クラブ協議会をメインプ

的なジャンル、嗜好品のジャンル等105の親睦活動グ

ログラムとなります。６月９日は、会員増強、公共

ループがあります。

イメージ、クラブ管理運営の各部門の委員長様に１

また、新たに親睦活動グループを認証してもらうた
めのルールも次のように明確になっています。

年間の活動を報告して頂きます。何卒よろしくお願
い致します。

◦RIの方針と矛盾しない細則または定款の草稿。
（細則は英語で提出する必要あり）
◦提案されている役員（少なくとも３名）のリスト
◦グループ参加の意思がある、５カ国以上の少なく
とも25名のメンバー候補者がいること。
◦提案するグループの名称、ロゴ、連絡先情報を含
むウェブサイトまたはソーシャルメディアページ。

スマイル報告

社会奉仕委員会

畔上

今

回

17,000円

累

計

655,600円

順平

ウェブ上の資料とすべてのコミュニケーションに
は、グループが提案中または結成中であることの
明記。

次の例会の案内
第1686回 6月9日

職員による初期審査の後、理事会が提案書の審査を
行い、ロータリー親睦活動グループとして正式に認定
するかどうかを決定します。

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）

奨学学友会（フレンズ）からのお祝いビデオレター

皆川健三会員 お別れの会

皆川さんのロータリークラブの略歴と思い出

（延期になったお別れの会への寄稿文）

小暮
我が越谷東ロータリークラブが創立したのは、

進勇

飲んでおりました。そうこうしている時に、そろそ

1987年（昭和62年）５月18日であります。創立した初

ろ戻ってきてはいかがかなと誘ったところ、今木曜

年度は、翌月の６月30日で終了しました。（43日間）

日は、料理学校に通っているので無理だと言ってお

そして、同年７月１日から２年目が始まります。

りましたが、私の方から今は昔と違い出席の厳しさ

皆川健三会員は、翌1988年（昭和63年）２月18日に

も緩和しているので大丈夫ですよ。また、昔の仲間

入会されました。当クラブが創立して９か月目のこ

もまだ残っているので是非ということでお話しした

とでありました。

ところ理解を頂き帰って来てくれました。それが

その後、９年間在籍しました。その間、親睦委員

2015年
（平成27年）
４月２日の事であります。８年前

長、会報委員長を２度、財団委員長、職業奉仕委員

の事であります。そのような事で皆川健三会員は、

長を歴任し、1996年（平成８年）６月で一度、退会さ

延べ22年間、越谷東ロータリークラブに在籍して頂

れます。1996年〜1997年度（平成８年～９年）の１年

きました。皆川さんは、うどんが大好きで、それが

間です。

こうじて「うどん一」という店名だったと思います
博会長、小

が、お店を経営されていておりました。仲間のお店

暮進勇幹事の年度でありました。エピソードが一つ

なので、当クラブの委員会等でも何度も利用させて

あります。その年、当クラブの会員であった高

旺

頂いていたことも思い出されます。また、この２年

永会員が、越谷市立病院に入院されます。篠崎会長

間は新型コロナ感染症の影響で一緒に飲む機会が無

と私が病室まで見舞いに参りました。その時です、

かったのが残念でありましたが、カラオケの時は、

見舞いに行った高さんの病室から眼下に皆川さんの

いつもまず、最初に「孫」を歌います。最近は、私

会社、建通が、ちょうど見えたのです。そして帰り

も孫がいるので「３番は小暮ちゃんね。
」と言われ、

道、建通さんに寄りました。それをきっかけに何度

マイクを渡される状況でありました。本当に懐かし

か訪問をし、強引に戻ってくるよう説得を重ねたわ

く楽しい思い出です。

その退会されていた一年間は、篠崎

けです。そして再入会の運びとなったわけでありま

皆川さんには、人生の先輩としてまた、越谷東ロー

す。そして、翌年の1997〜1998年（平成９年～10年）

タリークラブの仲間として、大変お世話になり、あ

に再入会して頂き、その時は、５年間在籍し、２度

りがとうございました。

目の職業奉仕委員長を歴任されました。そしてまた、

これからも、越谷東ロータリーの仲間を見守って

2002〜2003年度（平成14年～15年）から11年間お休み

頂ければと思います。本当にありがとうございまし

に入ります。その間も私は、宅建の集まり等で、時々

た。

令和４年１月20日

お目にかかっては、皆川さんのお仲間と一緒に酒を

皆川健三さん、ありがとうございました。

小暮進勇

ロータリーの友紹介
横組み8P-11

オリエンテーション・教育委員会

2022年規定審議会リポート

五十嵐久幸

３年に一回行われる規定審議会が４月10日～14日
に開催されました。今回審議された制定案は94件で、
内29件が採択されました。制定案の中のいくつかを
紹介します。
一つは「人頭分担金を増額する件」現在年間70ド
ルの人頭分担金が今後４年間で12ドルの増額提案と
なりました。反対意見も中南米やアフリカの国など
からありましたが、最後はシェカール・メータRI
会長が演説をし、285対205で採択されました。
また目を引いたものとして「RI事務総長の任期
を決めようという提案」 これは権限の集中や強大
化を防止しようとするものですが、なぜか否決され
ています。
例会の出席報告については、2019年の規定審議会
で例会欠席時のメークアップ期間を「同一年度内」
とし、今回「出席報告の提出義務を撤廃」という案
が採択されています。
「五大奉仕部門の社会奉仕の文言に『積極的平和』
という文字を挿入することが採択されました。
『積
極的平和』という言葉には多分に政治的な意味合い
があり、ここ2,3年の審議会では毎年否決されてい
たのにウクライナでの戦争が影響しているのか今回
あっさり採択されたということです。
他には「出席既定の免除の申請に対し、クラブ理
事会は要件（ロータリー歴と年齢の合計が85年以上）

充足していればそのまま免除を承認すべきで裁量を
加える余地はない」という制定案も採択されました。
これまでは「少なくとも20年以上のロータリー歴が
あり・・・」と条件がありましたが、それも必要な
しということになります。
それから「ガバナーノミニーの資格条件を改正す
る件」としてこれまで少なくとも7年の経験が必要
だったところ、これを5年以上にという案が出まし
たが事前に撤回されたということです。
ロータリー雑誌購読を任意とするという提案もあ
りましたがこれも否決されました。よって購読は義
務となっておりますので、皆様引き続き購読をお願
いいたします。
縦組み7P
プラスチックごみ問題の記事になりますが、その
中で目にとまったのが「プラスチックは食べても実
は害がありません」という一文です。そこについた
ごみや、プラスチックで体内が傷ついたりすること
が魚などへの悪影響の原因ではないかと言われてい
るようです。
今月号の中ではやはりロシアのウクライナ侵攻
に対して平和を願う記事が散見されました。一日も
早いロシアの撤退と平和の訪れを望みます。

お め で と う

6月

誕生日

北林隆一会員
（加藤盛也会長）
〈欠席会員〉
平林照雅会員

（隅田

敏幹事）

宮本正行会員

結婚
記念日

浜野隆浩会員
五十嵐久幸会員
佐久間
（加藤盛也会長）
北林隆一会員

〈欠席会員〉飯山勝司会員・髙橋

功会員

誠会員
（隅田

敏幹事）

