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●みんなで躍動、更なる発展 
2021～2022　越谷東ＲC運営方針

2021～2022　ＲＩテーマ

●奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために
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◆黙　想	
◆開会点鐘	 会長　加藤　盛也
◆ロータリーソング斉唱	 「我等の生業」
◆クラブソング斉唱	 「クラブ賛歌」（1番）
◆ビジターゲスト紹介	 会長　加藤　盛也
◆会長挨拶	 会長　加藤　盛也
◆幹事報告	 幹事　隅田　　敏
◆委員会報告	 青少年奉仕委員会　田中　基章
◆ビジターゲスト挨拶

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

ガバナー補佐幹事　大濱　裕広	様
越谷北ロータリークラブ　会長 中澤　伸浩	様

　幹事 今井　英治	様
米山記念奨学生 張　政	様

平　あや子	様
◆スマイル報告	 社会奉仕委員会　齊藤　　敦
◆出席報告	 出席委員会　杉下　　智
◆閉会点鐘　 会長　加藤　盛也

みなさんこんにちは。本日は、第８グループガバナー
補佐小林光則様をはじめ多くのゲストをお迎えしての
例会となりました。本来の予定では、本日のゲストの
皆様も一緒に参加していただき、夜間例会で新入会員
の歓迎会を予定していましたが、コロナウイルスの蔓
延防止法により断念することとなりました。現在の感
染拡大の状況を乗り越え、状況が良い方向に変わりま
したら開催をいたしますので楽しみにしていてください。
本日の昼食は、昨日が土用の丑の日ということもあ
り、平林会員にお願いをして鰻重を特別価格でご提供
していただきました。Zoom参加の会員の皆様には、
大変申し訳ございません。
また、みなさんが例会場に来られて驚かれたと思い
ますが、新たに65インチモニターと専用パソコンを購
入いたしました。モニターは、東クラブの青柳会員の
会社から特別価格で購入いたしました。本日は、特別
価格だらけです。取り急ぎ仮の設置場所としており、

　　会長挨拶　　　　　　　　　 会長　　加藤　盛也
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　　幹事報告　　　　　　　　 　幹事　　隅田　　敏
効果的な場所を例会場のレイアウトを含め検討したい
と思います。現在のコロナウイルスの感染状況を考え
ると今後の例会開催に影響が出る可能性もあります。
ハイブリット例会、完全オンライン例会をよりクオリ
ティーを高めて開催するために必要な機器として、予
算計上をさせていただきました。有効に活用していき
ますのでよろしくお願いします。
さて、先週は国民の休日により例会が休会となり、
23日には東京オリンピック開会式が開催されました。
ご覧になられた会員もたくさんいらっしゃると思いま
す。更に各競技がスタートして、日本人選手の活躍が
続いています。ここに至るまで多くの問題が発生して、
延期もしくは中止を求める世論もありましたが、最終
的に多くの会場で無観客開催となり、今までに経験し
たことのないオリンピック開催となりましたが、アス
リートの皆さんの１年延期という難しい状況を乗り越
えてきたプロセスとパフォーマンスを発揮する場を確
保してもらったことに対する感謝の気持ちが、結果に
かかわらず私たちに感動を届けてくれています。感染
予防策に対応している関係者の大変さは、想像を超え
ることかと思いますが、何とか無事にパラリンピック
まで終えられることを祈っています。

幹事報告をさせて頂きます。
本日は、４点皆さまに報告がございます。
①　次週、８月５日木曜日は通常とおり12時30分から
例会を行ないます。越谷RCの会長幹事が当クラブ
へ表敬訪問をされる予定です。
②　ポリオTシャツの発注期限が本日までとなってい
ます。希望される方は、事務局山崎様宛にサイズと
ともに、ご連絡をお願い致します。金額は１枚1,700
円（税別）、サイズ展開はS・M・L・XLとなってお
ります。XLより大きなサイズがご入用の場合は特
注品となりますのでご了承ください。また、この金
額にはポリオ寄付は含まれておりません。
③　「第19回ロータリー全国囲碁大会」のご案内がロー
タリー囲碁同好会から届きました。
　日時　2021年10月２日㈯　9：30登録受付
　　　　10：00開会式　16：00表彰式、記念撮影
　会場　東京・市ヶ谷の日本棋院本院１階対局室
　主催　ロータリー囲碁同好会
　共催　第2580・2750地区　ホストクラブ　東京ＲＣ
　参加料　7000円（昼食代、賞品代等含む）
　　大会参加のお申し込みは、氏名、地区、クラブ名、
年齢（女性は不要）、級段位を明記して、所属ロー
タリークラブを通じて、上記のGPFR日本支部宛に
FAX（03－3452－1652）でご連絡ください。参加要
領等を返信いたします。申し込み締め切り日は９月
24日㈮です。
④　上半期会費納入が未だお済みで無い方は31日は土
曜日ですので、事実上明日にはご入金頂けますよう
お願い申し上げます。前年度からの繰越金を充当し
ますので、お一人10万円となっています。

以上です。

　　委員会報告

◆青少年奉仕委員会	 田中　基章
青少年奉仕員会、田中です。
先日、会員の皆さまが集めていただきました、たく
さんのペットボトルキャップを越谷東高校インターア
クトクラブに届けて参りました。先生、生徒の皆さま
に大変喜んでいただきました！ご協力いただいた会員
の皆さまに改めて御礼申し上げます。
ペットボトルキャップは、文化祭でキャップアート
の作成に用いるそうで、生徒の皆が、一生懸命に色付
けなど作成をしております。完成しましたら、写真を
頂けることとなっておりますので、またご報告させて
いただきますのでよろしくお願いいたします。

米山記念奨学生　張　政	様

ビジターゲスト挨拶

こんにちは、米山記念奨学生の張政（セイちゃん）
です。
飯島さんと野寄さん、入会おめでとうございます。
これからはよろしくお願い申し上げます。
毎週の例会に参加し、素晴らしい卓話を聞かせて
いただいています。正直に言うと、ロータリークラ
ブはお金持ちばっかりで、奉仕活動に興味のない大
人の集まりだと思っておりました。越谷東ロータ
リークラブにお邪魔して以来、ローターアクトより

豊富な活動内容に驚きました。恥ずかしながら、毎
回学んだところや感じたところを獨協大学ローター
アクトクラブにシェアさせていただいています。二
年目の会長として、学習しなければならないところ
はまだまだたくさんあることに気づきます。毎週の
木曜日、クラブ会場から出る自分は2時間前の自分
より少し進歩していることを期待しています。
今手に入れている機会を大切にしつつ、成長しに
行きます。ご期待ください！



管理運営部門セミナー報告

2021－22松本輝夫ガバナー年度の各セミナーが
始まりました。その最初のセミナーが「管理運営
部門」で、７月10日㈯13：00～15：30にオンライ
ン【Zoom】を活用して開催されました。参加者は、
Zoomのカウントで最大203名だったと思います。
越谷東クラブからは、加藤会長・隅田幹事そし
て管理運営部門担当大内の3人で会議終了の15：30
まで参加いたしました。
今後、クラブから地区セミナーにオンラインで
ご参加になる方のために、参考までに注意点を記
載をいたします。
①しっかり「ミュート」機能を確認すること。（執
行部のミュートが設定忘れの場面があり裏方の
聞いてははいけない会話？まで公開されていま
した。）
②Zoomの「名前」は、クラブ名＋名前に変更す
ること。変更は、画面のご自分の映像をクリッ
クして簡単に行えます。（クラブ名入りに変更
しないと欠席扱いにすると再三アナウンスがあ
りました。）
③質疑応答の時間はなく、執行部からランダムに
指名され「クラブの現況」など参加者が執行部
からの質問に答える時間が後半30分ほどありま
した。

セミナーは、2770地区　管理運営部門担当諮問
　中里公造直前ガバナーの「基調講演」が30分あ
り、健康が回復された流暢な語り口で、資料はパ
ワーポイントを活用し、昨年度の地区内クラブの
管理運営の現状を統計的に説明いただきました。
◆昨年度、公式訪問で地区内を訪問した中で、30
ページ程度の年度計画書のクラブもあれば150
ページ超の「活性化したクラブもあった」との
こと。ちなみに私たちの計画書は今年度191ペー
ジ仕立てです。
◆３年ごとのRI規定審議会の改定内容が、最新
の「クラブ細則」に反映しているか？
◆「ロータリーの目的」が、正確に記載されてい
るか？カンマ・コロン・セミコロン・ピリオド
にもそれぞれ意味があることを認識すること。

その後、中島頼光部門委員長（越谷南RC）か
ら活動方針説明があり、続いて所属する「クラブ
活性化・戦略計画推進委員会」および「RLI運営
委員会」の委員長からそれぞれ活動方針に基づく
委員会の説明がありました。
しっかりとした「理念」の共有と、時代の流れ
に合致した「変革」への挑戦こそ！ロータリ＝の
素晴らしさであることを再認識し、セミナー報告
といたします。

クラブ管理運営部門　大内　一幸



新入会員スピーチ

皆様こんにちは。改めまして、武蔵野銀行・越谷
支店の飯島でございます。新入会員スピーチという
ことで、生い立ちを紹介させて頂ければと思います。
生まれは1966年（昭和41年）、父親の転勤先であっ
た北海道千歳市です。その後、幼稚園まで札幌に住
んでおりました。当時の夢はバキュームカーの運転
手になることでした。業者が汲み取りに来ると、最
後まで眺めており、家の中では掃除機を使い真似を
していました。（子供の夢は単純ですね）
小学校１年生の時に埼玉の岩槻市に引越し現在も
住んでいます。小学校では少年野球に夢中となって
いましたが、中学・高校とサッカー部で青春を過ご
しました。
高校は越谷北高校なのですが、そのサッカー部に
なんと隅田幹事が待ち構えていました。（笑）入部
早々に隅田幹事から龍の刺繍入りの学ランを売りつ
けられました。（冗談です。買わないかとの提案が

あったものです）私も気に入り即購入。しかし、そ
の１週間後に担任の先生に取り上げられたのです。
卒業時も返却はありませんでした。
高校の部活に励んでいたため（言い訳ですね）、
浪人をし明治大学へ入学。
1989年（平成元年）に武蔵野銀行へ入行。大袋支
店に配属になり、今回の越谷支店が13カ店目となり
ます。入行後、今度は大友謙先輩（現、常務取締役）
が待ち構えていました。（笑）現在に至るまで大変
お世話になっております。
ロータリーは与野支店時代に、さいたま新都心
ロータリーにて２年間学ばせて頂きましたが、今後
は越谷東ロータリーにて勉強させて頂きたいと思い
ます。
皆様と楽しく活動できたら幸いです。今後もご指
導・ご鞭撻を宜しくお願い致します。

飯島　　昇



皆様、こんにちは！
本年度、越谷北ロータリークラブ会長を務めます
中澤伸浩です。一年間どうぞよろしくお願いいたし
ます。
さて、私が東クラブさんにお邪魔するのは、今回
が３か年目ということになるかと思います。最初は、
大野会長年度に小林操ガバナー補佐の幹事として、
次が、浜野会長年度に当クラブ吉澤会長の幹事とし
て例会に参加させて頂き、本年は、小林光則ガバナー
補佐を輩出するクラブの会長として、東クラブさん
にご挨拶に伺うこととなりました。
私は、東クラブさんに個人的に親しみを持ってお
り、それは、会員の皆さんに親しくして頂いてとい
うこともあるのですが、それ以上に、私の職場であ
る事務所が非常に近く、歩いて２～３分の場所にあ
るのですね。それで、初めて例会場に伺ったとき、
近くてビックリして、ご挨拶の中で、冗談で、「例
会場がこんなに近いならば、北クラブではなく東ク
ラブに入れば良かったですかね。」などとお話しし
たところ、早速、翌週の北クラブの例会で、それを
聞きつけた会員の方から怒られてしまいました。口
は災いの元、ということで、あくまでも冗談ですか
らね、北クラブで充実したロータリーライフを送ら
せて頂いております、ご容赦下さい。
ということで、本年度、当クラブから、小林光則
ガバナー補佐を輩出するということになりました。
今後、ＩＭ、ＩＭゴルフはじめ、何かとお世話にな
ります。1年間ご協力の程、どうぞよろしくお願い
いたします。

加藤会長、隅田幹事　ご出陣おめでとうございま
す。また会員の皆様もおめでとうございます。
本年度、越谷北ＲＣ　幹事を仰せつかりました　
今井　英治　と申します。本年度、中澤会長のサポー
ト役として頑張りますので、どうぞ宜しくお願い致
します。
早速ですが、７月31日より８月６日まで　越谷市
民球場にて、第12回越谷ジュニア甲子園を開催いた
します。北クラブ会員が、一丸となり段取りさせて
頂いております。是非、球場に観戦にお越しくださ
い。宜しくお願い致します。
また、コロナの感染被害も増加してきております
が、十分な感染予防をして頂き健康に、ロータリー
活動に取り組んで参りたいと思いますのでどうぞ皆
様もお体にご自愛くださいます様宜しくお願い致し
ます。
本年度、小林ガバナー補佐　大濱ガバナー補佐幹
事　中澤会長　今井で頑張りますのでどうぞ宜しく
お願い申し上げます。

ビジターゲスト挨拶

越谷北ロータリークラブ　　　　
会長　中澤　伸浩	様

越谷北ロータリークラブ　　　　
幹事　今井　英治	様



　　スマイル報告　　　 社会奉仕委員会  　齊藤　　敦

今　　回 41,500円

118,700円累　　計

次の例会の案内

第1647回 8月5日

結婚・誕生祝／ロータリーの友紹介
会社創立祝卓話

越谷東ロータリークラブクラブの皆様こんにちは。
2021～2022年度　第８グループガバナー補佐とし
てお世話になる越谷北ロータリークラブの小林光則
です。新年度にあたりましてご挨拶に伺わせていた
だきました。
例会場に入りまして、大変活気のある雰囲気と和
やかな中にも規律のある例会運営を見せて頂き、大
変感動致しました。
事前に年度計画書も頂き、内容も確認いたしまし
たが、必要にして十分であり、特にクラブの未来像
とも言うべき、クラブ目標が明記されていることが
大変すばらしいと感じ入りました。
35周年を迎える今年度が東クラブさんにとって素
晴らしい年度になるようにお祈りさせて頂きます。
I,Mなどいろいろお世話になりますが、年度末に
は本当に素晴らしい年度だったと思えるように頑張
る所存ですので、皆様のご協力を頂けますようお願
い申し上げます。

みなさまこんにちは。本年度、ガバナー補佐幹事
を拝命いたしております、越谷北ＲＣの大濱裕広で
す。
この度は、新年度の船出、加藤会長、隅田幹事様、
会員の皆様、誠におめでとうございます。
昨年に引き続き、コロナ禍の状況で大変な環境が
続いておりますが、本年度もＩＭ，ＩＭチャリテー
ゴルフにおきましては、開催予定で準備を進めてお
ります。
ＩＭチャリテーゴルフは12月３日㈮千葉カント
リークラブ野田コース、ＩＭは翌令和４年１月13日
㈭サンシテイーホールにて準備をしておりますので、
東クラブの皆様のご協力、ご支援を賜りますよう宜
しくお願い申し上げます。
本日は、ありがとうございました。

ビジターゲスト挨拶

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

国際ロータリー第2770地区第8グループ
ガバナー補佐幹事　大濱　裕広	様


