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みなさんこんにちは。
先ずは、昨日開催された新旧合同
会長幹事会についてご報告させてい
ただきます。
東クラブが持ち回りの幹事クラブ
となっていたので、橋本家レイクタウン店を会場とし、
新旧それぞれが会議、その後合同で引継式となり、今
年度小林ガバナー補佐、次年度株竹ガバナー補佐にご
挨拶、各クラブの新旧会長幹事の紹介、グループ旗の
引継ぎを行いました。
株竹次年度ガバナー補佐のご挨拶では、次年度開始
早々に山積している課題に取り組む強い気持ちを話さ
れていました。また、進行は東クラブの杉下次年度ガ

バナー補佐幹事が緊張感をもって務め、東クラブ次年

幹事報告

度小林会長、北林次年度幹事もしっかりと出番をこな

幹事

していました。懇親会では、次年度会長幹事の年度開

本日の幹事報告は２点あります。

始を前にした緊張感と、現年度会長幹事の安堵感のコ

①最初に、理事会の議事録について

ントラストがとても印象的でした。

隅田

敏

です。

さて、みなさんも報道等でご承知のことと思います

定款の第７条第３節に「理事会の

が、国連総会で６月９日に安全保障理事会の非常任理

すべての会合後60日以内に、書面

事国のうち５カ国が改選され、日本が2016～2017年以

による議事録を全会員が入手できるようにすべきで

来加盟国最多の12回目の当選を果たしました。任期は

ある。
」とうたわれています。現状、理事会開催後

2023年１月からの２年間となります。国連の安全保障

概ね30日以内に議事録を作成しておりますが、会員

理事会の理事国は、15ヶ国になり、自らの国の反対の

の皆さま宛に配信はしておりません。定款上も配信

みによって実質事項に関する安全保障理事会の決定を

までは求められていませんので、お配りはしていな

阻止出来る特権を持つ常任理事国（アメリカ、イギリ

いのですが、簡便に閲覧出来るように、2021年～

ス、フランス、中国、ロシアの5 ヶ国）と非常任理事

2022年度分につきましては、プリントしたものを

国10カ国の枠を地域別に割り当て、毎年改選されます。

ファイルに綴じて事務局に備え置きしてありますの

今回当選した日本、モザンビーク、エクアドル、マル

で、閲覧の必要がございましたらお声をおかけくだ

タ、スイスの５カ国は、22年末までの任期のインド、

さい。

ケニア、メキシコ、アイルランド、ノルウェーと入れ

②

次会例会のご案内です。

替わることになります。、当選には総会（193カ国）の

次回は、６月23日木曜日12時30分から例会場です。

投票国の３分の２以上の賛成が必要になり、日本は前

メインのプログラムは、会社創立祝卓話で、浜野会

回当選した2015年と同数の184票を獲得しました。非

員と大野豊次会員に担当して頂きます。楽しみにし

常任理事国は1945年に国連が発足した当初は６カ国で、

ていてください。

1965年に10カ国に増え、加盟国数は1965年当時の118
から2020年には193まで拡大していますが安保理の枠

幹事報告は以上となります。ありがとうございました。

数は変わっていません。
現在の安保理は国連憲章の下で、国際社会の平和と
安定に主要な責任を負っていますが、ロシアのウクラ
イナ侵攻や北朝鮮のミサイル発射を巡っては、米欧な
どと中露との対立により有効に機能しない状態に陥っ
ていると指摘されています。その中で日本は、23年１
月から議長国を務める見通しになっており、林外相は、
「ロシアや中国の拒否権発動で安保理の機能不全が指

委員会報告
◆親睦友愛委員会
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正行
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最終例会バスのご案内です。
15時20分越谷市役所脇宅建会館前

摘される試練の時に、決議などの交渉や急務となる安

15時30分南越谷東京海上日動ビル前

保理改革を主導できるかが問われる」とコメントして

です。

います。

遅刻のないようにお集まりください。

常任理事国入りを目指す日本は、これまで11回とい
う安保理での豊富な経験に基づく調整能力の発揮が求
められますが、安保理の改革をめぐる方向性は、各国・
地域のグループによって隔たりが大きく、常任理事国
入りを目指す日本、ドイツ、インド、ブラジルの4カ
国は新たな常任理事国にも拒否権を与えた上で、15年
間は行使を凍結する案を掲げています。
何れにしても、現在のロシアによるウクライナ侵攻

スマイル報告

社会奉仕委員会

今

回

18,000円

累

計

691,600円

を止めることができない現実が、今後の国連改革の課
題となっていくのかと思います。世界の国から尊敬さ
れる日本となり、国際情勢に正しい影響力を持てるか

次の例会の案内

どうかの試金石を迎えているのかもしれません。望む

第1688回 6月23日

のは、飢餓と子供が悲しむことのない世界になること

会社創立祝卓話

です。日本の貢献に期待しています。

2021〜22年度

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）
■会場監督（SAA）
原
美光
会場監督として、平野会員・平林
会員と３人で務めさせていただきま
した。皆さん貴重な時間を調整し例
会に参加してくれていますので、時
間内で例会が終われるよう皆さんに
協力していただきました。
松本ガバナー公式訪問時にアドバイスをいただき
ました。楽しいクラブ運営に力を注いでくださいと
の事でした。具体的には、
１．しっかりした例会運営
２．充実した卓話
３．美味しい食事
コロナの関係で例会も例会場でできず、リモート
での例会も皆様の協力で上手にできるようになりま
した。皆様、ありがとうございました。
■会計

青木
隅田

伸翁
敏

代理
会計担当理事の青木さんが本日、
手術後の検査と重なりどうしても例
会場でのご参加が叶いませんでした
ので、幹事隅田が代役で報告をいた
します。
まずは、１年間を通して会員の皆さまのご協力を
頂き、クラブの資金について滞りなく管理すること
が出来ましたことを感謝申し上げます。
昨年、12月の年次総会に際しては、中間の報告を
させて頂きました。今年度末までの決算報告を取り
纏める都合上、担当委員会の収支に関する情報を７
月の第２例会日までを目安にご提出頂けますようお
願い致します。
引き続きご協力頂けますようお願い致します。
■会計監査
秋山
坦
今日は会計監査の秋山です。第１
回目の監査は11月25日に加藤会長・
隅田幹事・青木会計、立会いの元に
行い まし た。（ ７月～10月分です）
年度計画での方針・抱負では12月と
６月（クラブ協議会に合せて）に行なう事にしてお
りましたのでクリアーしておりますが11月25日の時

点で四半期毎に行なうと申し上げていましたので目
標は達しておりません。
コロナ禍の関係で各委員会活動が少なく、支出も
少ないのではと勝手に判断し会計の青木さんにも督
促する事なく怠けてしまいました。しかし事務局か
らは毎週の様に送られてくる入出金簿を見ておりま
したので過不足無く、管理されていると安心してお
ります。最終的な監査は少し先ですが今年度の会計
処理（システム）についてはスピード感が有り且つ
正確ですので是非次年度も続けた方が良いと思いま
す。以上です。
■奉仕プロジェクト部門
小林 賢弘
今年度の奉仕プロジェクト部門の
活動は、やはり長引くコロナ禍の中
で全面解禁とはいきませんでしたが、
社会奉仕事業を中心にやれることに
はベストを尽くせたのではと思いま
す。
また、クラブ創立35周年式典が大成功に終えられ
たのは、奉仕部門各委員長が周年実行委員会の部門
委員長などの要職に就いて、他の部門委員長と一丸
となって余っている情熱を注ぎ込めたことも一因で
はないかと思います。
１年間委員会活動にご協力いただきありがとうご
ざいました。
■職業奉仕委員会
小暮 進勇
今年度も、感染症の影響を受けな
がらの一年でした。今年度は、会長
より３つの要望を託されました。会
長要望①「例会時（第１例会）に四
つのテスト・ロータリーの目的の唱
和を実践して下さい。」これは、一年間実施するこ
とができております。次に、会長要望②「職業奉仕
をテーマとした職場見学の実施をお願いします。
」
これについては、親睦友愛委員会の親睦旅行の時に
一緒に実施する予定でしたが、計画をたてることす
らできず実施できなかったことは誠に残念な結果で
あったと思っております。次に、会長要望③「会員
同士が、各々の職業を理解する機会となる企画をお
願いします。
」こちらについては、私と会社「職業
紹介」を通じて『会社創立卓話』を2021年７月15日、
第1645回例会に第１回を実施してから2022年６月23
日、第1688回例会で11回目を実施致します。卓話を
して頂いた会員は延べ15名です。皆様のご協力に感
謝致しております。この企画は、会員の皆様からの
好評を博していたと自負致しております。これも、
山﨑勝己プログラム委員長の献身的な協力が大きな
力になっていたと思います。ありがとうございまし
た。最後に、委員の皆様そして全会員の皆様のご協
力に改めて感謝申し上げ、今年度の職業奉仕委員会
の報告とさせて頂きます。

■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。
１つ目は地区大口補助金を活用し
た市内小学校特別支援学級への木製
家具贈呈を行いました。新年度が始
まる前から地区内にてプレゼンを行い、３年連続で
の大口枠を獲得することが出来ました。贈呈だけに
留まらず、今後のクラブと学校との繋がりのきっか
けとし、地元の子ども達との接点をつくれたのでは
ないかと思っております。
２つ目は越谷市民まつりによる奉仕事業です。た
だ、今年度もコロナ禍での開催となり、例年の交通
安全パレードや交通遺児募金と大道芸イベントにつ
いては中止となりました。代替え案として行った越
谷未来メッセージプロジェクトとして、市民がメッ
セージを書き記した灯籠を葛西陽水際のウッドデッ
キと中央市民会館のロビーへの展示を行いました。
我々のメンバーにも未来へのメッセージを書いてい
ただき、イベントに華を添えていただきました。
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
付け、開会式、閉会式では叡明高校の吹奏楽部、合
唱部に演奏合唱をご披露いただきました。また、法
政大学の応援団、チアリーダーの皆さんにも本格的
な演舞をご披露いただき、盛大なセレモニーを催す
事が出来ました。試合では埼玉県の強豪チーム花咲
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
会となりました。
後半は２月に社会奉仕フォーラムを開催させてい
ただきました。現行の社会奉仕活動がこのままで良
いのか、過去の事例はどうだったのか？特に過去の
社会奉仕活動のアクティブな活動に個人的には感化
され、今後の活動のヒントになりました。次年度に
しっかり引き継ぎ、アップデートにつなげて欲しい
と思っております。
後半の活動はゴミゼロ運動も中止となり、目標で
あった委員会のメンバー同士の交流を促進すること
ができませんでした。まずは奉仕活動の意義を共有
出来る場づくりがなければ実践に繋がらない事を実
感いたしました。この経験を踏まえ次年度以降の活
動に活かしてまいります。
社会奉仕委員会の皆さま、会員の皆さまのご協力
に感謝致します。一年間ありがとうございました。
■国際奉仕委員会
大野 祐肇
今期の国際奉仕委員会は、残念な
がら何も活動することが出来ません
でしたが、下期において、35周年記
念式典第１部のコンサートの担当委
員会として、しっかりと役目を果た
し、成功に終えたことが何よりも嬉しく思います。
会員の皆様ご協力ありがとうございました。今後の

社会状況もわかりませんが、次年度の国際奉仕委員
会が活動できますことを祈念申し上げます。
■青少年奉仕委員会
浜野 隆浩
コロナの影響で毎年夏休みにイン
ターアクトの東クラブの例会への参
加や市民まつりが中止の為に参加で
きませんでした。しかし、８月22日
に幸手桜高校がホストとなりイン
ターアクト年次総会がズームにより開催されました
が、２月６日に開催するはずだったインターアクト
協議会は中止になりました。
■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す。
2021〜22加藤年度のロータリー財
団寄付目標¥1,484,000（年次寄付及
び恒久基金２名含む）でした。全て
の会員の皆様のご協力並びに多額のご寄付をご協力
いただき10月28日に“公益財団法人 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きました。
“ロータリー財団月間”の主旨を尊重し2021年11
月25日に認定NPO法人世界の子どもにワクチンを
日本委員会 清水大輔様に「ポリオ ワクチン及び、
ペットボトル回収・書き損じはがきの換金方法、換
金の活かし方について」と題してご講話を頂きまし
た。事業内容を理解され多数の会員の皆様からご寄
付を頂き、寄付金として認定NPO法人世界の子ど
もにワクチンを日本委員会様に送金させて頂き丁寧
なお礼状も頂きました。
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。
■米山記念奨学委員会
会田 皓章
米山記念奨学制度は日本のロータ
リー独自の制度で、戦後日本をよく
理解してもらい、日本と世界の懸け
橋になって欲しいとの願いを込め長
年に渡って続けられたプログラムで
す。今年ほどその重要性が身に染みたのは私たちだ
けではないと思います。21世紀のこの時代になって
もウクライナ戦争のような悲惨な現実があるという
事自体信じられません。一刻も早く事態の収拾を望
んでやみません。そんな世界平和の一助となるよう
今後も我々ロータリアン一人一人が米山記念奨学制
度をはじめ様々な取り組みを続けて行くことが大切
なことと思います。米山記念奨学制度は会員の皆様
のご寄付によってなりたつものであり、本年度もほ
ぼ目標額に達していることに厚くお礼申し上げます。
今後もこの制度は未来に向け継続する事業ですので
次年度以降も皆様のご理解ご協力を切にお願いし一
年間のお礼とさせていただきます。

