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第1693回例会
2022年7月28日

司会：会場運営委員会／守屋トミー
会報No. 1486号／担当：委員一同
会員数：55名／出席数：29名
出席率：64.45％

ロータリー情報月間
本日のビジターゲスト
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大島
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◆黙 想
会長 小林 賢弘
◆開会点鐘
◆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）
会長 小林 賢弘
◆ビジターゲスト紹介
会長 小林 賢弘
◆会長挨拶
幹事 北林 隆一
◆幹事報告
プログラム委員会 五十嵐久幸
◆委員会報告
◆ビジターゲスト挨拶
越谷北ロータリークラブ 会長 大島 直幸 様
越谷北ロータリークラブ 幹事 江口 公晴 様
セプラ株式会社 代表取締役 新木田 亨 様
◆「DEI推進委員会」合同セミナー報告
◦地区会員増強維持部門
会員増強部門 山﨑 勝己
◦地区公共イメージ部門
公共イメージ委員会 鈴木二之将
会長 小林 賢弘
◦地区青少年奉仕部門
社会奉仕委員会 石渡
◆スマイル報告
毅
出席委員会 秋山
◆出席報告
坦
会長 小林 賢弘
◆閉会点鐘

セプラ株式会社 代表取締役

会長挨拶

新木田

亨様
会長

小林

賢弘

先週の例会で地区からの「新型コ
ロナウィルスの新規感染者再拡大に
ついての注意」という通達について、
越谷東ロータリークラブの方針をお
伝えしたばかりですが、月曜日に地
区からの注意その２が出され、注意その１で禁止とさ
れた多人数の会食・懇親会の多人数が５人と規定され
てしまいました。これは注意その１に対してクラブか
ら多数の質問が寄せられたためで、「多人数とは何人
ですか？」という間抜けな質問が多かったからだそう
です。まったく呆れて物も言えませんが、多くのクラ
ブから人数を求められれば地区として回答せざるを得
なくなり、５人以上を多人数と規定することになった
ようです。
先週の細淵ガバナー公式訪問の例会前に行われた懇
談会の席でガバナーは「ロータリーの中心はクラブで

あり、地区はクラブが健全に、スムーズに運営できる

希望がありましたら会長・幹事までお願いいたします。

ようにお手伝いをする存在でしかない。そこに上下関

以上「新型コロナウィルスの新規感染者再拡大につ

係はなく、RIとクラブを繋ぐ橋渡しの役目でしかな

いての注意」２通についてのご報告を以て本日の会長

い。」というようなことをおっしゃいました。

挨拶といたします。

私のガバナー像と言えば勿論全員ではありませんが、
公式訪問にやって来てはどうでもいいような年度計画
書の齟齬に対して上から目線でねちねちと重箱の隅を
つつくような小言しか言わなかったり、懇親会に自分
で参加すると言っておきながら平気でドタキャンして
詫びの一言も無い無神経な人だったり、眠るしかない

幹事報告

幹事

ようなつまらない話をいつまでもグダグダと話し続け

幹事報告をさせて頂きます。

るちょっと感覚のずれた残念な人というイメージしか

まずは先週のガバナー公式訪問に

ありませんでした。そんなネガティブなガバナー像を

ご協力いただき誠にありがとうござ

根こそぎ破壊してくれたのが細淵ガバナーでした。日

いました。

の丸を背負って世界と戦ってきた人だから醸し出せる

北林

隆一

初めに、会費の件です。皆様に上

オーラと発言の説得力、「君が代が流れると未だに緊

期会費の納入をお願いしております。期限を明日まで

張する」とおっしゃった時の深い眼差しなど、ちょっ

とさせていただいておりますので皆様どうぞよろしく

とほめ過ぎのような気もしますが、１回会っただけで

お願いします。

素直にファンになってしまいました。そんなガバナー・

続きまして、入会候補者の千葉宏之様ですが、入会

危機管理委員長の連名で来た命令口調の通達に、こん

申込書を受理いたしました。細則に従い本日より７日

な言い方をする人ではないと強く感じて、これは絶対

間例会場に掲示いたしますので異議のある方は理由を

に危機管理委員長の暴走だと思っています。

付した書面を８月３日㈬までにご提出下さい。

今回の騒ぎとなったのは、地区からの注意事項の中

また、本日ビジターゲストでお越しの越谷北RC後

に「アルコールを伴う多人数での懇親会・会合を禁止

援の「越谷ジュニア甲子園野球大会」が明日7/29に開

する」という命令です。青木会員からご意見をいただ

催されます。コロナ制限下の開催の為、小林会長と二

きましたが、
「注意事項の一部に禁止とあるのは明ら

人で参加させていただく予定です。

かに地区の役割を逸脱していて、RIの定款などに違

来週の例会は、越谷市民まつり実行委員会の皆様、

反しない限りクラブ活動は自由である。地区はクラブ

越谷RC会長・幹事をゲストにお迎えする予定です。

の活動について、こうしたら如何ですか？とかこう推

また、青木会員の職業紹介卓話も予定されております

奨します、と言うべきである。」というものです。私

のでお楽しみにして下さい。

も全く同意見です。更には国から宣言や措置が何も出

幹事報告は以上です。

ていない時期に注意喚起だけでなく禁止を強要する地
区に憤りを感じます。
国は強要したら充分ではなくとも補償をしているの
に対して、地区は強要するだけで、この禁止命令によっ
てダメージを受ける飲食店を営む会員に対して何一つ
補償しません。
全く納得できない通達ですが、現在国や自治体の決
めた療養・待機期間を守ることで人員不足による事業
継続の危機を懸念している会員が少なくありません。
従って今の時期にリスクを増やしてまで夜間の会合を

委員会報告
◆プログラム委員会

五十嵐久幸

今年度年度計画書、年度プログラム予定表の訂正を
お願いいたします。

開く必要はないと判断して、当面の間懇親会の開催を

まず75ページ、11月第２、第３例会の回数がともに

延期することにしました。これは地区に禁止されたか

1708回とダブってしまっています。第３例会を1709回

らではありません。「多人数とは何人ですか？」など

とし以降番号を繰り下げてください。

と自ら考えることを放棄したまぬけな質問をした上、

２点目が76ページ、１月28日第８グループIM合同

事が起きれば「地区に従ったのに」と責任転嫁するバ

新年会の会場がギャザホールのように記載されており

カなクラブとは明確に違って、どうすれば会員の皆さ

ますが正しくはサンシティ・ポルティコホールになり

んの健康と事業の継続を守ることができるのかを北林

ます。

幹事と考えて、クラブの方針としました。ご意見・ご

以上２点、お詫びして訂正させていただきます。

地区青少年奉仕部門セミナー報告

会長

畔上青少年奉仕委員長が仕事の都合で参加できな
かったため、私からセミナー報告をいたします。

小林

賢弘

のではないかと思います。次回報告予定の委員長は、
無理に言葉を繋げてとりあえずセミナー報告を取り

７月23日㈯13時30分より上尾市文化センターとい

繕うのではなく、正直な感想をいただきたいと思い

うかなり辺鄙な場所で開催されました。ガバナーと

ます。それでも必要と言われる方には是非セミナー

パストガバナーの挨拶の後、ローターアクト委員会・

に出席していただき報告をお願いしたいと思います。

RYLA委員会・青少年交換委員会・インターアクト

このことは公式訪問時に細淵ガバナーに直接ぶつ

委員会、各委員会から活動報告とRYLA/ROTEX/

けてみました。細淵ガバナーにも思うところがあり、

インターアクトから体験発表がありました。報告は

今年のセミナーは壇上から一方的に話す内容を減ら

以上です。

し、グループ別にディスカッションをする全員参加

現在の部門セミナーはこれくらいしか報告のしよ

型にできるだけ変えてみたとおっしゃっています。

うのない内容です。私はセミナーを否定しているの

登壇したがるパストガバナーを説得して、パストガ

ではありません。RYLA・ROTEX・インターアク

バナーの参加を苦労して半分に減らしたそうです。

トの若い人達が自分の体験をロータリアンの前で発

細淵ガバナーも自ら、パストガバナーという妖怪が

表し感謝を伝える。真っ当なことだと思います。私

跋扈する永田町のような伏魔殿と化している地区を

がご理解いただきたいのは、セミナーに出た会員が

良い方向に変えていきたいと決意を語ってくれまし

その日の例会の多くの時間を使って報告をしなけれ

た。
（すべてが細淵ガバナーの表現ではありません）

ばいけないという、ずっとやってきたから、今まで

また全セミナーに出席を義務付けられている会

もそうだったからという習慣のために続ける意味が

長・幹事の負担が大きすぎるので、同時リモート開

あるのだろうか？という事です。

催についてもお願いしました。今回も往復で３時間

被選理事会で理事の皆さんに相談しましたが、
「全

かかったのでほぼ半日を消費しています。

くやらないと、どうして今年はやらないのか？と文

繰り返しますが発表の場でもあるセミナーを否定

句を言う人が必ず出るから」と説得され、２回の例

はしていません。会員が楽しみにしてくれるような

会にまとめてやるという折衷案に落ち着きました。

魅力的な例会プログラムに改良していきたいと思っ

今日報告をしていただいた山﨑部門委員長と鈴木

ています。

二之将委員長も報告を考えることがかなり辛かった

地区会員増強維持セミナー報告

配布した資料をご参照ください。

会員増強部門

山﨑

勝己

例 会 風 景

2022~2023小林・北林年度 出席率推移
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Jul-22

Aug-22
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Oct-22

Nov-22

Dec-22

Jan-23

Feb-23

Mar-23

Apr-23

May-23

夏山（なつやま）に 足駄（あしだ）をおがむ かどでかな

Jun-23

黒羽から奥州に入る山道。修験道の始祖である役の行者を祀った修験光明寺の行者堂に参拝した。役の行者
の足駄（高下駄）が祀られていたらしく、芭蕉はそれを拝んで山野をこの足駄で駆け巡った役の行者の健脚に
あやかって、無事にこの蔵王山を越えられますようにと祈っての句。
（出席委員会）

次の例会の案内

スマイル報告
今
累

社会奉仕委員会

石渡

回

21,000円

計

112,000円

毅

第1694回 8月4日

結婚・誕生祝／職業紹介卓話

