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第1690回例会
2022年7月7日
幹事

会長

小林 ・北林

◆黙 祷
会長 小林 賢弘
◆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
◆四つのテスト
会長 小林 賢弘
◆ビジターゲスト紹介
◆結婚記念日・誕生日祝 親睦友愛委員会 宮本 正行
会長 小林 賢弘
◆会長所信表明
幹事 北林 隆一
◆幹事報告
青少年奉仕委員会
畔上 順平
◆委員会報告
◆ビジターゲスト挨拶
ガバナー補佐 株竹 眞次 様
ガバナー補佐幹事 杉下
智様
★★★ クラブ協議会 ★★★
（SAA／会計／会計監査／会員増強部門／
公共イメージ／未来／会場運営）
社会奉仕委員会 石渡
◆スマイル報告
毅
出席委員会 粟屋 裕二
◆出席報告
会長 小林 賢弘
◆閉会点鐘

司会：会場運営委員会／守屋トミー
会報No. 1483号／担当：委員一同
会員数：55名／出席数：36名
出席率：70.6％

年度スタート！

会長所信表明

会長

小林

賢弘

皆様こんにちは。
越谷東ロータリークラブ第36代の
会長として最初のご挨拶をいたします。
12年前、株竹・大野年度のスター
トの日に入会して以来、たくさんの
新しい出会いとかけがえのない経験を得ることができ
ました。この感謝の気持ちから、クラブと会員の皆様
に恩返しをしなければという思いで会長を務める決意
をしました。
プライベートでは、私と私の仕事を支えてくださる
お客様、地域の皆様と従業員、家族に感謝して、何か
恩返しができないかと真剣に考えて行動する。その行
動を評価してくれた方々が再度私を助けてくれる。そ
んな無限に続く輪が広がった先に、感謝と恩返しの連
鎖ができあがった先には、ジェニファー・ジョーンズ
RI会長の言うやさしさ・希望・愛・平和に満ちた世

界が生まれるのではないかと考えます。今年度のクラ
ブ運営方針は「感謝と恩返しの輪を広げよう」としま
した。
私が会長に決まるまでには、賛否両論が飛び交って
パスト会長達を相当悩ませたと思います。発表された

幹事報告

幹事

北林

隆一

本日より、１年間幹事を務めます。
皆さまどうぞよろしくお願い申し上
げます。

後には「本当に小林で大丈夫なのか？」とクラブを不

幹事報告をさせて頂きます。

安のどん底に突き落としたと思います。自分で言うの

本日、第１回理事会が開催され、

もなんですが、クラブ35年の歴史の中で最も頼りなく、 ８月のプログラムが承認されました。新入会員２名の
危なっかしい会長だと確信しています。決して歴史や

推薦があり、理事会で承認されました。

伝統を嫌っているわけではありませんが、生来、他人

また、７月のプログラムですが、本日と来週がクラ

と同じことをするのが嫌いでひねくれ者の私は「ずっ

ブ協議会、７/21がガバナー公式訪問となります。ス

とこうやってきたから」とか「今までもこうだったか

ケジュールの都合上、株竹ガバナー補佐訪問の日程が

ら」とか「他のクラブもこうしているから」とかいう

取れず、今週と来週のクラブ協議会をガバナー補佐訪

のが根拠もなく嫌で壊そうとするかもしれません。

問と兼ねることとなります。

「私なんかを選んじゃったんだからしょうがない」

幹事報告は以上です。

と開き直ってもいます。こんな私ではありますが、新
しく入会された皆さんにとっては、「こいつがなれる
のなら自分にも絶対できる」と会長職のハードルをか
なり下げることができたのではないかと自負しています。
55人のメンバーの内22人がパスト会長という現実は、
このまま放置していると２度目の会長・幹事をやらざ
るを得ない将来がすぐそこまで来ています。ひたすら
会員増強するだけではなく、新しいメンバーが毎週例
会に出席して、事業に参加して、親睦を深めて、ロー
タリアンになって良かったと感謝の気持ちを持ってく
れて、その恩返しに会長・幹事となってクラブを存続
させる。この連鎖をみんなで作っていきたいと思います。
私は会長として責任を持って１年間ベストを尽くし
ます。皆さんには私を会長に選んでしまった責任を感
じていただいて、ご指導とご協力をお願いいたします。
ありがとうございました。

越谷東RC 特別委員会
◇IM実行委員会
委員長
副委員長

大内
加藤

一幸
盛也

◇IMゴルフ実行委員会
委員長
副委員長

会田
宮本

皓章
正行

◇第８グループ合同事業実行委員会
越谷東RC代表委員
大野 祐肇
越谷東RC副代表委員 五十嵐久幸

私は、小林会長から勧誘委員会委員長をお願いし

2022〜23年度

たいとの意向を受けて快諾させていただきました。

クラブ協議会

昨年度は、企業会員の転勤に伴う後任者２名を含め
て６名の新入会員を迎え入れることができました。

（SAA／会計／会計監査／
会員増強部門／公共イメージ／
未来／会場運営）

新入会員が入会後にロータリークラブをどの様に感
じているのか、カウンセラーの会員とのコミュニ
ケーションにスポットを当てることで、勧誘活動に
有益なヒントが得られると考えています。早速、本
日の理事会で２名の会員候補者推薦書が承認されま
した。新たなメンバーをクラブに迎え入れるために

■会計

小暮

進勇

令和4年5月20日のクラブ協議会で

必要な行動をみんなで考えましょう。一年間ご協力
をよろしくお願いします。

会長より付託された任務また、会長
要望を着実に実施出来るよう前任者

■オリエンテーション・教育委員会

山﨑

勝己

からしっかりと引き継ぎを受け、税

毎月第二例会時にロータリーの友の紹介をします。

理士（委託）
、幹事、事務局と緊密な連携を取りな

新入会員及び入会３年以内の会員をメインに、勉

がら管理に努めます。

強会を開催し、ロータリークラブに早く馴染んでい
ただくと共に親睦を図れる場として、全会員を対象

■会計監査

阿部

朋博

会長要望を踏まえ、会計処理が適

に、炉辺会合を、年２回以上開催し、会員相互の理
解と親睦を深める機会とします。

正に行われているかを検証させてい
ただきます。

■会場運営委員会

守屋トミー

本年度会場運営委員会の委員長
■会員増強部門

山﨑

勝己

越谷東ロータリークラブが「選ば

のトミーです。一年間宜しくお願い
申し上げます。

れるクラブ」になれるよう、魅力的

早速ですが、本年度のドア当番に

で有意義な時間を共に過ごせ、人と

ついて連絡をさせていただきます。年度が始まって

して向上でき、楽しくクラブ活動が

すぐにお願いしても、皆様お忙しく、お時間を取っ

継続できるように、勧誘委員会・会員選考維持委員

ていただくのは難しいと思います。そこで７月、８

会・オリエンテーション教育委員会及び親睦友愛委

月は委員会でドアの当番は担当させていただき、９

員会と連携、協力し邁進いたします。

月から皆様にもお手伝いしていただきたいと思いま
す。当番表は今月中には皆様に配ります。もしお願

■勧誘委員長
みなさんこんにちは。
先ずは、直前会長の立場でこの場
を借りて、昨年度のみなさんのご協
力に改めて感謝申し上げます。

加藤

盛也

いする日に用事がある場合は次のメールアドレスに
出来れば２週間前までにご連絡ください。
idea200@live.com
宜しくお願い申し上げます。また、アドレスは当
番表にも記載しておきますので、ご利用ください。

お め で と う

7月

誕生日

小暮進勇会員 大野豊次会員 株竹眞次会員 平野武志会員 粟屋裕二会員 石渡
〈Zoom参加または欠席会員〉髙橋

功会員

結婚
記念日

毅会員

加藤盛也会員

（小林賢弘会長）

〈Zoom参加または欠席会員〉青柳

橋本政行会員

聡・榎本裕希・仁多見英一 会員

ビジターゲスト挨拶

ガバナー補佐

株竹

眞次 様

RIジョーンズ会長は、やさしさ・希望・愛・平

する未来にむけDEI（多様性、公平さ、インクルー

和を想像してみてください、だからこそロータリー

ジョン）の爽やかな風をもたらし、学び、向上し続

と述べられRIテーマを「イマジンロータリー」と

けていくことに全力を尽くし、クラブをサポートし

されました。世界平和を願ってこの情報を流された

ていきます、と言っています。

のは今年の１月20日、その２～３ヶ月後にはロシア

今日はクラブ協議会前半そして来週はクラブ協議

のウクライナ軍事侵攻がおきてしまいRIジョーン

会後半、その翌週はガバナー公式訪問という事にな

ズ会長は心を痛めたことと思います。しかし、やさ

ります、私の情報より内容の濃いお話を頂けると思

しさ・希望・愛・平和を願いウクライナ民間人への

いますので楽しみにお待ち下さい。

支援金を募り送られたことは皆様も承知のとおりで
す。
当地区、細淵雅邦ガバナーはRIジョーンズ会長
の掲げた、イマジン（想像）を実現するために想像
から創造へと一歩前に進んで行こうと・・・そして
地区運営方針ではロータリーの価値観に従い、創造

ガバナー補佐幹事

杉下

智様

次の例会の案内
第1691回 7月14日

スマイル報告

社会奉仕委員会

石渡

今

回

29,000円

累

計

29,000円

毅

クラブ協議会

（会員選考維持・クラブ管理運営部門・
奉仕プロジェクト部門・ロータリー財団・
米山記念奨学）

