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第1691回例会
2022年7月14日

司会：会場運営委員会／守屋トミー
会報No. 1484号／担当：委員一同
会員数：55名／出席数：36名
出席率：70.6％

ロータリー情報月間
本日のビジターゲスト

ガバナー補佐

◆黙 想
◆開会点鐘
◆ロータリーソング斉唱
◆クラブソング斉唱
◆ビジターゲスト紹介
◆会長挨拶
◆幹事報告
◆ビジターゲスト挨拶
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眞次 様

ガバナー補佐幹事

杉下

会長挨拶
小林 賢弘
「奉仕の理想」
「クラブ賛歌」
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◆ロータリーの友紹介
山﨑 勝己
★★★ クラブ協議会 ★★★
（会員選考維持／クラブ管理運営／奉仕プロジェクト／
米山記念奨学／ロータリー財団）
社会奉仕委員会 竹内 達也
◆スマイル報告
出席委員会 粟屋 裕二
◆出席報告
会長 小林 賢弘
◆閉会点鐘
オリエンテーション・教育委員会

智様
会長

小林

賢弘

皆様こんにちは。例会２回目にし
てもう話すことを思いつかず苦しん
でいます。
169年前の今日７月14日、浦賀沖
にアメリカの４隻の黒船艦隊が現れ、
ペリー提督が久里浜に上陸して将軍への親書を渡しま
した。所謂ペリー来航です。
「太平の眠りを覚ます上
喜撰たった四はいで夜もねられず」有名な狂歌ですが、
蒸気船の戦艦４隻と上喜撰という銘柄のお茶４杯にか
けて狂歌に詠まれるほど、江戸の街は大混乱となりま
した。
一方で副幹事やガバナー補佐を引き連れてここに上
陸してくるガバナー来航に、私は夜も寝られないほど
大混乱しています。
また、先週お伝えしませんでしたが、例会場のボー
ドをリニューアルしました。中央のクラブ運営方針、

両脇に日の丸とロータリー旗、これもボードにしまし
た。理事・役員名簿と委員会名簿、柱には４つのテス

幹事報告

幹事

トとクラブソングを貼りました。岡崎会員に色々なア

幹事報告をさせて頂きます。

イデアをいただいて完成したことをご報告します。ま

先週の幹事報告で会員候補者２名

た大久保さん退職のダメージで、お弁当とお茶がセル

の推薦について報告いたしましたが、

フサービスとなっていますが、「各自お席にお持ちく

例会場掲示につきましては入会申込

ださい」の看板を岡崎会員がサービスで作ってくれま

書が提出された後の手続きでした。

した。岡崎さん、ありがとうございました。

訂正させていただきます。

北林

隆一

そして何と言っても我がクラブ歴代会長・幹事の

また、来週は早くもガバナー公式訪問です。本日当

ボードです。これは加藤・隅田年度でボードがいっぱ

日のスケジュールをお配りさせていただきました。会

いになってしまい、作り替えようとなった時に、加藤

員の皆様におかれましては早めに食事をとっていただ

直前会長が「35周年記念事業の一つとして個人でやら

き、12：25にはガバナーをお出迎えいただけますよう

せてほしい」とおっしゃってポケットマネーで作って

お願い申し上げます。また、例会後に写真撮影があり

くれました。私は大々的に加藤盛也寄贈と彫りたかっ

ますので上着のご用意をお願いします。ネクタイは必

たのですが、目立ちたくないという本人の希望で、当

要ありません。

初は右下の2049～2050年の下に虫眼鏡で見ないと見え

幹事報告は以上です。

ないくらい小さな文字で書いてありましたが、それす
ら額縁で隠してしまいました。まさに奥ゆかしい加藤
さんの男気を見ました。この場で改めて会員全員の拍
手で加藤さんに感謝したいと思います。ありがとうご
ざいました。

ビジターゲスト挨拶

ガバナー補佐

株竹

眞次 様

クラブ協議会も本日、後半の委員会、委員長の方

をいただければと思っています。まず初めにI.M.実

針報告となりますが、私は本日、ガバナー補佐の挨

行委員長大内会員、そしてI.M.記念ゴルフ大会実行

拶というよりもガバナー補佐輩出クラブとして実施

委員長、会田会員は本日欠席の為、副委員長宮本会

することになります、I.M.とI.M.記念ゴルフ大会、

員より、お願い致します。そして、合同事業の当ク

そして今回、第８グループとして初めての合同事業、 ラブ代表委員、大野会員よりご挨拶を頂きます。
ポリオ根絶チャリティコンサートがありますが、そ

皆様方のご協力宜しくお願い致します。

の要となる各委員長の皆様から、突然ですがご挨拶

次の例会の案内
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達也

第1692回 7月21日

細淵ガバナー公式訪問

■親睦友愛委員会

2022〜23年度

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

智之

けた会員候補者について、ロータリ
アンの資格を満たすかどうか、どの
職業分類に該当するかを調査して、
理事会に報告することを任務とする委員会です。
もっとも、ロータリアンの資格は緩くなり、また
職業分類も本来の意義を失ってしまっているので、
調査報告と言っても形骸化しているのが実情で、委
員会の存在意義に疑問を感じなくはないのですが、
委員長を拝命した以上は一年間頑張りますので、会
員の皆様におかれましては、候補者の推薦をよろし
くお願いいたします。
■クラブ管理運営部門
大野 祐肇
本日は、先週に引き続き第２回ク
ラブ協議会（クラブアセンブリ）後
半となります。
クラブのプログラムと活動もしく
は会員教育について協議するために開かれる、クラ
ブ役員、理事、委員会委員長を含むクラブ会員全員
の会合であり、すべてのクラブ会員は、協議会に出
席することが強く奨励されています。
来週はガバナー公式訪問となりますので、各委員
長はじめ委員の皆様宜しくお願い致します。奉仕の
第一部門であるクラブ奉仕は、未来、プログラム、
親睦友愛、出席、会場運営の各委員会が連携し、ク
ラブの活性化に向けて会員同士のフレンドリー（和
気あいあい）に活動して参りたいと思います。１年
間よろしくお願い致します。
■プログラム委員会
秋山副委員長、浅水会員、株竹会

正行

こんにちは親睦友愛委員長を仰
せつかりました宮本です。宜しくお
願いします。

クラブ協議会

■会員選考維持委員会
会員選考維持委員会は、推薦を受

宮本

五十嵐久幸

コロナの状況をみながらになる
と思いますが、小林会長の要望にあるように多くの
イベントの企画をしていこうと思います。一年間よ
ろしくお願い致します。
■出席委員会

秋山

坦

本年度出席委員会委員長を仰せ
つかりました秋山です。私の他、メ
ンバーは副委員長に粟屋委員そし
て栗田委員、富澤委員、中村猛委員、
野寄委員の６名です。成長著しい若手とベテランで
構成されています。
小林会長の方針として規定概念にとらわれない活
動をクラブ方針をとして打ち出されており、これだ
けのメンバーを揃えてくれましたので全員で知恵を
絞り、アイデアをだし出し合うって出席率90％以上
を目標にスタートしました。
具体的には先ずは例会案内に歴史あるこの地、奥
州街道を北上し数々の名俳句を遺した芭蕉のおくの
細道を紹介し、例会に興味を持って頂き、そして例
会場受付は二人体制とし１名はクラブ幹部並みの襷
を掛け（Attendance Committee）皆様をお迎えす
る事にしました。そして会長から出席率90%をクリ
アした会員には厳選し皆勤賞・精勤賞が頂ける等、
マダマダあの手この手で出席率UPを図っています
が時間の関係で今回の紹介はこの位にしておきます。
以上です。
■会場運営委員会
会場運営委員会のトミーです。兎
に角、今年はドアを開けまくり、司
会をやりまくる一年にしたいと思
います。進行、時間の心配は私達と

守屋トミー

会長、幹事がするので、会員の皆様は例会の１時間
をゆったりとお楽しみください。
■職業奉仕委員会
今 年 度 の 職 業 奉 仕 委 員 会 で は、
ロータリーの目的と四つのテスト

中村

猛

員、清村会員とともに一年間、委員
の理解をより深め、奉仕理念をしっ
会を運営してまいりますので宜しく
かり固め、自らの職業と会員各位の
お願い致します。例会については小
職業の価値を認め合い、さらに付加価値を上げ地域
林会長の熱い想いや、様々な要望に応えられるよう、
社会の中で職業スキルを発揮できるよう推進してい
そして出席いただいたメンバーが楽しみながらも実
きます。
りある例会となるよう企画いたします。

具体的には
１．第一例会で四つのテストとロータリーの目的を
唱和します。
２．１月に職場見学会を予定しています。前年企画
をした（セキ薬品）にプログラム委員長と調整し
て今年度は実施します。
３．会社創立祝卓話を今年度も継続します。名称を
職業紹介卓話と変更いたします。
一年間よろしくお願いします。
■社会奉仕委員会
今年度、社会奉仕委員会委員長を
仰せつかりました田中です。
社奉事業は、大きく３つになりま

田中

基章

す。
１つ目は、越谷市民まつりです。こちらは通年に
はない分散開催が決まり、東クラブの場所は越谷レ
イクタウンになります。場所柄、週末は多くの市民、
また、買い物客でにぎわう場所なので大道芸交通遺
児チャリティを会員の皆さま、越谷東インターアク
トクラブの生徒と一緒に盛り上げていきたいと思い
ます。
２つ目は、第21回越谷市高校野球大会です。長年
培ってきた野球部との繋がりを引き続き大切にし、
参加校ブラスバンド部や合唱部による開会セレモ
ニー、メディア等を活用して地域との繋がりがより
一層もてるような企画を公共イメージ委員会と連携
し企画いたします。
３つ目は、地区補助金事業です。会員の皆さまの
ご協力により大口枠が採択されました。
知的障害・発達障害児童の放課後等のデイサービ
ス を 提 供 し て い るKidsド ロ ッ プ さ ん へ 大 型 モ ニ
ター等を寄贈いたします。また、今年度は、会員の
皆さまが参加型の奉仕活動の一環として施設へボラ
ンティア活動を検討して参りますので皆さまのご協

■青少年奉仕委員会
当委員会では、コロナ禍で接触が
少なくなってしまった、越谷東高等

畔上

順平

学校のインターアクトクラブを中心
に、次世代を担う地元の青少年少女
に社会奉仕、地域貢献のきっかけとなるアクション
を起こし奉仕と貢献の喜びの一端を感じてもらうこ
とを実践します。
次々世代のロータリアンの発掘と育成を大きな目
的とし、将来の会員確保に繋がる活動を行います。
具体的には以下の５つのアクションプランを検討
しております。
①越谷東高等学校インターアクトクラブとの関係を
継続し、当クラブ例会への参加を促します。
また、先方の部活動への出席も積極的に行い、コミュ
ニケーションを図ります。
②市民まつり、地域イベント等でのインターアクト
クラブ活動支援を行います。
③越谷東高等学校インターアクトクラブと共に南越
谷小学校の特別支援学級へのソフト支援プログラ
ムを検討します。
④叡明高等学校との友好関係の中から継続的な交換
留学生の受け入れ体制のきっかけをつくります。
⑤国際奉仕委員会と協力しながら、奨学学友会フレ
ンズの活動を支援し、小委員会発足に向けた例会
への参加を促します。
以上の通り当クラブの「未来の人材への投資と発
掘」を目指した活動を行なって参ります。
■米山記念奨学委員会

浅水
代理 浜野

輝子
隆浩

米山記念奨学会は、日本のロータ
リー独自の奉仕事業であり、国際親
善と世界平和に寄与するために始ま
りました。今日では半世紀以上の歴

力をよろしくお願いいたします。１年間、どうぞよ
ろしくお願いいたします。

史を持つ日本最大の民間国際奨学事業となっており
ます。本事業を運営するための財源はロータリー会
員の寄付で成り立っています。当クラブにおいても、

■国際奉仕委員会
宮下 智之
ここ２年ほど開店休業状態の国際奉仕委員会です

寄付はもとより、過去何名もの奨学生のお世話をし
てきました。会員の皆様には、日本と国際社会の明

が、本年度の活動も新型コロナ次第になるかと思い
ます。
一時期収まっていましたが、また新たな変異株に

るい未来のため、本事業へのご理解・ご協力をお願
いいたします。

よる第７派が到来しつつある状況ですので、先の見
通しについてはなんとも言えない状況かと思います。
台中港北区RCの会長交代式、メルボルンで行わ
れる国際大会への参加企画につきましては、希望者
や感染の状況等をみつつ立てたいとは思いますので、
希望される方はその旨お伝え頂ければと存じます。

