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最終例会

（ホテルオークラ東京）

会長挨拶
みなさんこんにちは。
遂にこの日を迎えました。今年度スタートが昨年７
⽉１日の第⼀例会、本日６⽉30日の最終例会と⼀年間
余すことのない⼀年間でしたが、私にとっての会長年
度の⼀年間は、あっという間に終わったではなく、久
しぶりに⼀年間365日が長く感じられました。よく世
間では、新しい経験が続く子供の時の時間は長く、大
⼈になって変わらない日常を過ごすと時間が早く過ぎ
ると云われます。そういう意味では、今までにない経
験をたくさんできたということなのでしょうか。年度
スタートに当たり「みんなで躍動、更なる発展」をク
ラブ運営方針に掲げましたが、新型コロナウィルスの
影響と会長の力不足のため、躍動の部分は十分に達成
することがでませんでした。更に本当に残念なことに、
任期中に皆川会員、島根会員がご逝去されるという悲
しいこともありました。しかし、クラブ創立35周年の
アニバーサリーイヤーを会員の皆さんと過ごす中で、
これからクラブが創立40周年に向けて発展していく息
吹を感じ取ることができました。第20回越⾕市⾼校野
球大会の盛り上がり、そこから波及した越⾕市内野球
関係者、叡明⾼校吹奏楽部、合唱部との交流の拡がり。
地区大口補助金を使った南越⾕小学校特別支援学級の
交流ステーション作りを通しての教育関係者との繋が
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り。記念事業の前倒しとして越⾕市
保健センターへAIサーマルカメラ
を寄贈したことによる⾏政との繋が
り。最後は、５⽉15日にクラブ会員
みんなで力を併せて挙⾏した創立記
念式典の成功。越⾕東ロータリーク
ラブの纏まりを多くの方に⾼い評価をしていただきま
した。
また、コロナウィルスにより例会開催に制限を受け
ることを想定して、今年度導入いたしました「例会場
不参加会員の意思による寄付手続き」につきましては、
仕事の都合等で例会場に参加できなくても、ロータ
リー活動の根源となる財源に対する寄付⾏為をするこ
とができ、メッセージも伝えられるという運用趣旨を
多くの会員にご理解いただき⼀年間やり遂げることが
できました。
改めて１年間を支えていただきました隅⽥幹事、事
務局の山崎さん、そして残念ながら今年度限りで退職
される大久保さん、エレクトーン奏者の井⾕さん、村
⽥さん、そして会員の皆さん本当にありがとうござい
ました。今年の経験を次年度小林会長、北林年度の中
で、クラブに恩返ししていけるようにしたいと思いま
す。

幹事報告並びに幹事挨拶
（ツッパリ用学生服でとにかく長いサイズの学ラン）
会員の皆さま、こんばんは。
で裏地に龍の刺繍が打ってあるやつを5,000円で売り
いよいよ、加藤年度の最終例会を迎えました。
つけたらしいです（飯島さんからは、その場で「8,000
皆さまには、１年間を通じて、ご協力頂けましたこ
円でしたよ！」と訂正のお言葉）
。
と、心から感謝申し上げます。
大友謙と同級生のお店で飲んでいるときに、その話
まずは、いつもの幹事報告からとなります。
しを聴いて、私には全く記憶に無かったので「嘘だろ
本日、第８グループガバナー補佐小林光則様及び同
う？」と言ったら、大友謙が飯島さんを直ぐにお店に
ガバナー補佐幹事大濱裕広様から、たくさんのお祝い
呼び出ししました。
を頂戴しました、ありがとうございます！
飯島さんご自身の口から直接学生服売りつけ事件が
次に、皆さまに嬉しいニュースがあります。
本当だったと聴かされて、ご本人が言うんだから間違
クラブのグループLINEでも共有させて頂きました
いないだろうということで悪いことをしたのを認めた
が、昨年、10⽉30⽇に開催されました第20回越⾕市⾼
次第です。
校野球⼤会開幕試合、始球式のマウンドで凜々しい姿
飯島さんという方がとても素直な方で、
先輩から「長
を見せてくれた女子ピッチャー古⽥紗⾐花（フルタ
らん」売りつけられれば買ってくれるし、お見せに呼
サエカ）さん小学校６年⽣が越⾕ドリームス（越⾕市
内の少年野球チームから⼥⼦児童だけでチーム編成） びつけられれば直ぐに駆けつける、頼まれたら「はい」
か「イエス」しか言わないのだから、ロータリーには
に所属しています。その越⾕ドリームス が、６⽉19
とても馴染みやすい方なんだ、と思っていたのですが、
⽇㈰に⾏われました⼀般社団法⼈⽇本野球機構及び公
思いの外、例会にもあまり参加して頂けませんでした。
益財団法⼈全⽇本軟式野球連盟主催下のNPBガール
ですので、小林さん、北林さん、飯島さんにお仕事
ズトーナメント埼⽟県⼤会において、なんと悲願の初
を与えて、例会に来させた方がいいですよ、よろしく
優勝を飾りまして、この度、７⽉29⽇㈮から⽯川県に
お願いします。
て 開 催 さ れ る、 第10回NPBガ ー ル ズ ト ー ナ メ ン ト
2022全⽇本⼥⼦学童軟式野球⼤会に埼⽟県代表として
【モニターに映らない事件】
出場することが決定したそうです。
やらかしたなあ、と思ったのは、1655回例会（10/14）
当クラブとご縁を頂いた選手が、全国の舞台で活躍
の会社創立祝い卓話、畔上さんと佐久間さんの時です。
するニュースは、本当に嬉しい限りですね！
機械って、私の言うこと聞かないんですよね。それ
これからも、皆さまと共に応援したいです。そして、
が私には、すごいストレスなんです。一時期つむじ回
グッドニュースを聴いて、「ウレシイ！」と思われた
りの毛が半径2.5センチくらい無くなってしまいまし
会員の皆さま、石川県で行われる全国大会への遠征費
た。うちの子が「パパ毛が無いよ」って言うんです。
など選手のご家庭には出費がかさむそうです。
スマホに撮影しもらって自分でも確かめたところ、
「ほ
そこで、本日、越谷ドリームスを応援する募金箱を
んまや！」となりました。自分では気がつかないんで
用意しておきましたので、全国⼤会優勝を⽬指す越谷
すね。怖いですよね。
ドリームスのために格別のスマイル（ご寄付）を頂戴
急いで、杉下さんに電話して、毛はえ薬を「毛はい」
できますようご案内申し上げます。
じゃなくて「手はい」してもらいました（笑い）
。
続きまして、幹事挨拶をさせて頂きます。
（11/14）
異議あり事件】
ロータリーの事業年度（７月～６月まで）を振り返 【地区大会
地区大会の日、松本ガバナーに質問をしたんですが、
りますと、全部で47回例会が行われたようです。週報
無視されちゃいました。
を読み返してみたら幹事報告の部分が一番真面目臭く
休憩時間に、越谷クラブの新井進さんから、「異議
て面白くなかったです（笑い）。
あり！」って大きい声出してたね⁉︎って言われたので
ですので、今日は、SAAの原さんからお叱りを受
すが（他の多くの方からも同じ指摘）
、私は、ただ「質
けるのを覚悟して、私の幹事としての「しくじり」ぶ
問があります！」って言っただけなんですね。
「異議
りを振り返り、皆さんと思い出を共有させて頂こうと
あり！」って言ってたのは大宮の宗像さんです。
思います。
そんなやり取りを見てか、多くの方が、もしかした
７/15 飯島さん、野寄さん入会式で、【長らん売り
ら、松本ガバナーと私の仲が良くないと勘違いをされ
つけ事件】が発覚しました。
ていらっしゃる方が少なくないようですが、実際には、
飯島さんは、武蔵野銀行越谷支店の支店長に着任し
どちらかと言うと仲がいいです。少なくとも私はそう
て、天田さんと入れ替わりで、直ぐに当クラブに入会
思っています。
してくれました。
と言いますのも、「ザ・たっち」という双子の漫才
飯島さんは、私と同じ越谷北高校サッカー部に所属
コンビがいるじゃないですか？
していまして、私の１学年下で、つまり私の後輩とな
私には、松本ガバナーが、
「ザ・たっち」の二人にそっ
ります。
くりだな、顔だけじゃなくて体型も似てる、と思えて
私自身は、全く記憶していなかったんですが、私の
ならないので、松本さんのお顔を拝見するとつい笑顔
同級生で元会員の大友謙（武蔵野銀行常務取締役）に
がこぼれてしまうんです。
よると、当時、私が飯島さんに先輩風吹かせて長らん
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ただ、かずやとたくやのどっちに
似ているのかは見分けが付かないん
です（笑）。
【クリスマス例会 奇跡の聖歌隊 事件】
12/23クリスマス例会、楽しかっ
たですね！ご婦人方で編成された聖歌隊の歌、感動し
ましたよね。確か、真理子さん（小暮夫人）も入って
頂けたかと思います。練習も大変だったみたいです。
クリスマス例会の数日前に、ある女性スタッフから、
聖歌隊に入りたくないです、と相談を受けました。誰
だか特定されないように、Oさんとだけイニシャルで
呼ばせて頂きます。Yさんではないです。
私は、強制になってもいけないので、低姿勢で岡崎
さんにそのことをお伝えしたところ、ちょっとだけお
叱りを受けちゃいました（と感じただけ？）。
それ以来、なんだか岡崎さんからは目を合せて頂け
ていないように感じています（あれ？気のせい？）
。
そんなこんなで、私の幹事としての１年はしくじり
の連続でお叱りを受けること、辛いと思うことも多々
ありました。
でもこうやって一年を振り返って見た時に、発見し
たことがあります。
ロータリーの醍醐味は、やっぱり人との交流なん
だ！ということです。
そして、どんな風であっても、面白がることが大事。
面白いかどうか、本当にはどうだか知らないけれども、
どれだけ面白いと感じられるかは自分の側の腕にか
かっている。ロータリーはその腕を磨く場なんだとい
ことを発見出来たのは一つの成果だと思いました。
私に幹事のお役目を与えて頂きまして、皆さまと一
緒に振り返れば楽しい思い出を共有させて頂けたこと、
本当に感謝申し上げます。１年間ありがとうございま
した。

委嘱状授与

2022〜23年度

第8グループ

ガバナー補佐

ご挨拶

国際ロータリー第2770地区第8グループ
ガバナー補佐 小林 光則 様
（代理）ガバナー補佐幹事 大濱 裕広 様

越谷東ロータリークラブの皆様、こんばんは。
加藤会長様、隅田幹事様そして会員の皆様には一
年間大変ご苦労様でした。
コロナ禍での年度スタートとなり、山あり谷あり
というクラブ運営には大変ご苦労されたことと思い
ますが、無事に最終例会を迎えられ、誠におめでと
うございます。
私にとりましても第８グループの会長幹事会をは
じめとしまして、会員の皆様の心温まるご協力をい
ただき、思い出に残る、有意義なロータリー年度を
過ごすことができました。
残念ながらIMは中止となりましたが、皆様のバッ
クアップのもと開催することが出来た「IM記念５
クラブ合同例会」は内容も素晴らしく、心に残る事
業になりました。
特に国を挙げてウクライナ避難民の受け入れをさ
れているモルドバ共和国に対して大きな支援をでき
ましたことは大変すばらしく、提案していただいた
加藤会長様には心より感謝申し上げます。
情けなくも‘はやり病’にて最終例会に出席がか
なわず、大変申し訳なく、心残りでありますが、こ
の経験を糧に生涯ロータリアンを目指して頑張って
いきますのでこれからもご指導いただきますようお
願い申し上げます。
大変有難うございました‼︎

■親睦友愛委員会

株竹 眞次

第2770地区

国際交流委員会

阿部 朋博

誠

加藤会長、隅田幹事一年間お疲れ様
でございました。加藤隅田年度の後半
はコロナ渦が多少おさまり、親睦友愛
委員会の事業も行う事ができました。
親睦委員長として不慣れであり、ご迷
惑をおかけしたかと思いますが会員の皆様のサポー
トのおかげで無事に最終例会まで終える事ができま
した。一年間有難うございました。
■最終例会のSAA講評

2022〜23年度

佐久間

素晴らしい会場で最終例会が迎えら
れたことに感謝します。１年間の集大
成、青木会員のプロジェクトR改めて
感動しました。ロータリーファミリー
として奥様方の参加がもう少し増える
と嬉しく思います。

原

美光

加藤盛也会長 令夫人
お疲れ様でした！

2022〜23年度 第8グループ
ガバナー補佐 株竹 眞次

大久保さん、ありがとうございました！

■会長エレクト 小林 賢弘
加藤会長・隅田幹事、１年間大変お疲れ様でした。
私と北林さんの年度を助けてくれる理事・役員の皆様をご紹介します。
（順不同）
◦北林隆一幹事 ◦大野祐肇副会長兼クラブ管理運営部門委員長 ◦加藤盛也直前会長
◦大野豊次会場監督 ◦小暮進勇会計 ◦佐久間誠会長エレクト兼奉仕プロジェクト部門委員長
◦山﨑勝己会員増強部門委員長 ◦五十嵐久幸プログラム委員長 ◦宮本正行親睦友愛委員長
◦中村 猛職業奉仕委員長 ◦田中基章社会奉仕委員長 ◦宮下智之国際奉仕委員長
◦畔上順平青少年奉仕委員長
このメンバーで越谷東ロータリークラブが選ばれるクラブになれるよう頑張っていきますので、皆様よろ
しくお願いいたします。

