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●みんなで躍動、更なる発展 
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●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」
◆ビジターゲスト紹介 会長　加藤　盛也
 一般社団法人越谷青年会議所　理事長 神代　太一 様
 　副理事長 中里　智博 様
 　専務理事 河上　祐之 様
 市民まつり担当委員長 立澤　貴明 様
◆四つのテスト 職業奉仕委員会　小暮　進勇
◆結婚記念日・誕生日祝 親睦友愛委員会　佐久間　誠
◆会長挨拶 会長　加藤　盛也
◆幹事報告 幹事　隅田　　敏
◆ビジターゲスト挨拶
 一般社団法人越谷青年会議所　理事長 神代　太一 様
◆ロータリーの友紹介 

オリエンテーション・教育委員会 五十嵐久幸
◆ロータリー財団部門セミナー報告

ロータリー財団委員会　阿部　朋博
◆スマイル報告 社会奉仕委員会　畔上　順平
◆出席報告 出席委員会　杉下　　智
◆閉会点鐘　 会長　加藤　盛也

基本的教育と識字率向上月間

みなさんこんにちは。先週は、第８グループ小林光
則ガバナー補佐を迎えて、ガバナー公式訪問に備えて
のクラブ協議会リハーサルを行いました。来週は、い
よいよ第2770地区松本輝夫ガバナー公式訪問例会をク
ラブ創立以来初のオンライン開催で迎えます。今年度
クラブ運営方針で発表いたしました100％出席例会を
来週の公式訪問で目指したいと思います。クラブ協議
会で発表をしていただく委員長の皆様をはじめ、会員
みなさんにZoomで参加いただけるようにお声掛けを
させていただきます。本日ご参加いただいている皆様
にも是非廻りの会員へお声掛けにご協力をお願い申し
上げます。

さて、今朝雨で渋滞している車中で得た情報ではあ
りますが、本日９月９日は、栃木県那須塩原市の株式
会社パン・アキモトが行っている救缶鳥プロジェクト
が平成21年９月９日から開始した活動を平成28年10月
一般社団法人日本記念日協会に認定された「救缶鳥記
念日」です。

　　会長挨拶　　　　　　　　　 会長　　加藤　盛也

会員数：53名／出席数：29名
出席率：60.3％

一般社団法人越谷青年会議所
理事長 神代　太一 様

一般社団法人越谷青年会議所
副理事長 中里　智博 様

一般社団法人越谷青年会議所
専務理事 河上　祐之 様

一般社団法人越谷青年会議所
市民まつり担当委員長 立澤　貴明 様



　　幹事報告　　　　　　　　 　幹事　　隅田　　敏

幹事報告をさせて頂きます。
来週の9/16木曜日は松本ガバナー公式訪問例会と

なっています。リモート開催ではありますが、また、
リモート開催であるが故に、出張などで遠方にいらっ
しゃるご予定の方も含めて、可能な限りのお時間で結
構ですので、多数の方の参加を心よりお願い申し上げ
ます。

例会の時間はいつも通りですが、例会後１時50分か
ら３時50分までクラブ協議会が、その後、懇談会が45
分程度行なわれる予定です。

ぜひ、松本ガバナーに直接聞いてみたいこと、伝え
たいご意見などもご準備頂きまして、積極的なご参加
をお待ちしております！

幹事報告は以上です。

この会社は、「パンという食文化を通し、人々の健
康と社会秩序を守るべく役割を果たすために存在して
います。そして、パンの缶詰を世界中に広める事こそ
が世界平和を保つ一助となると考え、それに挑戦し続
ける事が株式会社パン・アキモトです。」との経営理
念の下、世界にパンを届けよう！救缶鳥（きゅうかん
ちょう）プロジェクトにチャレンジしています。

救缶鳥プロジェクトとは、非常食を備えることで、
世界の飢餓救済の活動に参加できるプロジェクトです。
３年間焼きたてを味わえるパンの缶詰を備蓄している
企業等から、２年半で回収してＮＧＯを通して世界の
飢餓に苦しむ地域へ届ける活動です。多くの企業、学
校等が参加しています。平成29年12月環境省主催「第
５回グッドライフアワード」　環境大臣賞最優秀賞を
受賞するなど多くの賞を受賞しています。この活動は、
食品廃棄を減らす現代社会で求められているＳＤＧｓ
に適しているものといえます。

また、話題は変わりますが、普段はあまり見ること
の無い「広報こしがや」の９月号を何となく手に取っ
て捲っていると、最終ページに高校時代の友人の91歳
になる父親が、パラリンピック聖火をつなぐイベント
に県内最高齢ランナーとして参加した際の元気な写真
が掲載されているのを発見しました。今は大阪にいる
友人にLINEで写真を送り連絡をしたところ、「参加決
定後３ヶ月間トーチ代わりの鉄の棒をもって元荒川の
中土手を走って万全の準備をしていたけれど、本番で
は他の高齢者に合わせるために走らせてもらえなかっ
たことが残念だった」というエピソードを教えてもら
いました。本来ならば友人も介助者として同行する予
定だったとのことですが、コロナウイルスのため大阪
からの移動を断念したそうです。どうか元気で100歳
を迎えて欲しいと心から思いました。

次の例会の案内

第1652回 9月16日

松本ガバナー公式訪問



今回が「ロータリーの友紹介」デビューとなりま
すので、皆様よろしくお願いいたします。

まず初めにご案内したいのが、「ロータリーの友」
電子版です。お手元にスマートホンがある方は共有
画面上のQRコードを読み込んでいただきログイン
してみてください。
P4～P5　シェカール・メータRI会長メッセージ

９月は基本的教育と識字率向上月間です。日本で
は義務教育がほぼ100％なされていますので識字率
もそれに近い数字になりますが、全世界では成人人
口の14%（7億6,200万人）が基本的な読解力と文章
力を習得していないとのことです。読み書きの取得
は貧困を脱出するための第一歩で、教育によって
人々に力を授けることこそ、私たちがロータリアン
として掲げる目標の中でも最も果敢な目標であると
おっしゃっています。
P6　ロータリーとは

ロータリーの誕生とする有名なエピソードが簡潔
に紹介されています。目を引いたのは日本のロータ
リーの会員数です。今年６月末現在で、日本全体で
のクラブ数2,223、会員数83,392人だそうです。調べ
てみたところ、最高の会員数だった年は、今から25
年前の1996年で、約13万人の会員がいました。その
ころと比較すると約４万７千人減少しています。

P7　リテラシー
私個人的には時々耳するけど、うまく説明できな

い「リテラシー」。もともとは書かれた言葉を正し
く読み書きできる力を意味していましたが、今では
文章に限らず、分野ごとの専門的な単語を正確に理
解する力という意味合いが強いようです。「情報リ
テラシー」や「金融リテラシー」など。
P10　ヘルプマーク

これも私は知りませんでした。「ヘルプマークと
は、東京都が考案したもので、義足や人工関節を使
用している人、体の内部に障害がある人や難病の人、
または妊娠初期の人など、外見からは分からなくて
も援助や配慮を必要としていることを知らせること
ができるマーク」だそうです。（赤地に白抜きで、
十字とハートが縦に並んだマーク）　私たちも奉仕
団体に属するものとして、こういったものも理解し、
見かけたときには協力ができるようにしたいと感じ
ました。
P59（縦組みP18）　オンライン親睦旅行（会員投稿）

東京八王子南RCで、Zoomを利用したオンライン
親睦旅行が行われた記事が掲載されていました。現
地ガイドが観光名所からライブ中継し、臨場感あふ
れる旅行体験が実現できたという内容です。このよ
うな疑似旅行のような企画商品が今後もたくさん登
場するのでしょう。興味深くもありますが、早く普
通に旅行が楽しめる日が戻ってくるのを願うばかり
です。

ロータリーの友紹介

オリエンテーション・教育委員会
五十嵐久幸



ロータリー財団部門セミナー報告

９月４日にロータリー財団部門セミナーがZoom
開催され当クラブからは加藤会長・株竹ASGエレ
クトも参加されました。

ロータリー財団藤村部門委員長、国際ロータリー
第2770地区松本ガバナー、地区ロータリー財団中川
委員長のご挨拶、財団部門各委員長より委員会活動
のご報告を頂き、特別講演とし元外務省医務官で現
在は、医療法人財団順和会山王メディカルセンター、
国際医療福祉大学臨床医学研究センター特任教綬 
中井呈子（なかい ていこ）様の“元外務省医務官
が経験した海外の医療事情 ―女性医師の視点から
― ”と称しての講話を頂きスムースなZoomセミ
ナーでした。

ロータリー財団は1917年にアーチ.クランフの提
唱により誕生しました。最初の寄付は力ンザスシテ
イーRCからの26ドル50セントで、その後ロータリー
創始者ポール.ハリス逝去後の130万ドルの追悼寄付
を機に多額の寄付が寄せられるようになりました。

ロータリー財団部門は、財団への理解を深めて頂
く事で資金となる寄付を集める資金推進委員会、国
際ロータリーの最優先事項であるポリオ撲滅の為に
活動しポリオ・プラス寄付をお願いするポリオ・プ
ラス委員会、地区財団活動資金（DDF）を管理し
て主にグローバル補助金を使ったプロジェクトのア
ドバイスと専門職業人のグループを海外に派遣もし
くは、受け入れてスキルや知識を提供するVTT（職
業研修チーム）を支援する補助金・ VTT委員会、
地区補助金の理解を広め申請の窓口となる地区補助
金運営委員会、財団の補助金を使い、財団奨学生の
募集、選抜、研修、派遣、受け入れクラブ及びカウ
ンセラーの発掘、ロータリー平和フェローの学生と
カウンセラーの支援を推進し、それらを終了し財団

の学友となった方の管理を行う財団奨学・平和フェ
ロー ・学友委員会、財団の補助金に関して財務資
金管理を行う資金管理委員会の６つの委員会で構成
されています。

今年度の地区補助金の申請上限額は150,157ドル
でその内クラブ対象プロジェクトとして80,600ドル
を計上し、１年以内の比較的短期間の奉仕プロジェ
クトに使用され、この補助金は国内・海外を問わず、
また人道的プロジェクト以外のプロジェクトにも使
用できます。また昨年度に引き続き、地区補助金大
口枠として総額49,400ドルを計上し、一プロジェク
トあたり2.000-10,000ドルの資金枠を設定しました。

当クラブは畔上社会奉仕委員長のプレゼンテー
ション“南越谷小学校支援学級の子供たちへ、楽し
い空間を提供する事業”で無事に地区補助金運営委
員会が支援する地区補助金大口枠をゲットした数少
ないクラブに選ばれました。

当クラブとフィリピン グレーターマリキナバ
レー RCとのグローバル補助金プロジェクトは7つ
の重点分野を支援する持続可能かつ測定可能で、相
手国のロータリークラブとの共同プロジェクトに活
用され、最低３万ドル以上である事等の諸条件をク
リアーして申請をしていますが、コロナ禍の関係で
現状は頓挫状況ですが、このグローバル補助金事業
も補助金・ VTT委員会のご助言を頂きながら成就
したい事業です。

これらのプロジェクトの資金はロータリアンの皆
様の寄付によって支えられています。大貫年度、中
川年度、小林年度では３年連続で年次基金に日本の
全クラブが幾らかの寄付をお寄せ頂きました。（当
地区は３年連続“財団寄付ゼロクラブゼロ”を達成
しました）

ロータリー財団委員会　阿部　朋博



お め で と う

誕生日誕生日

結婚結婚
記念日記念日

9月

今年度地区目標は年次寄付（会員一人当たり200
ドル）恒久寄金（クラブで1,000ドル寄付１名、会
員50名以上では２名）ポリオ・プラス寄付（会員一
人当たり50ドル）です。

ロータリー財団資金モデルにつては“ロータリー
の友”９月号P22～P27に詳しく記載されています
のでご一読ください。

さて国際ロータリーはポリオ根絶に向けて歴史を
作るカウントダウンに入りました。10月24日は世界
ポリオデーです。当地区では「ポリオ根絶クラシッ
クカーラリー」をこの日に合わせて開催いたします。

「ステラタウンでのロータリー奉仕デー 2021イベン
ト」はコロナの関係で延期となります。又、各会員
にも配布済みですがトレインジャックと称し10月18
日～24日の間JR東日本のすべての女性専用車両の
中刷り広告に“END POLIO NOW”でジャックし
ます。
※トレインジャック 《train＋jack》一つの編成の電

車の車内広告を全部、同じ広告主やある一つの商
品で埋め尽くすという、新しい広告の手法。

いずれ地区のホームページにも財団セミナーの様
子がアップされることと思いますが、特別講演の中
井先生が外務省医務官として最初に訪問されたセネ
ガルの水事情については改めて、人は得てして、あっ
ても当然と思うもののありがたみを忘れがちになり
ます。 だからこそ時には、「もしもそれがなかった
ら」と考えることが必要ではないだろうかと再燃さ
せられ大いに勉強になりました。

是非ロータリー財団の定義、使命をご理解されご
協力お願い致します。

Doing good in the world 世界で良い事をしよ
う！

今回の財団セミナー Zoom画面内で、QRコード
を読取りワンクリックでカード決済型にて財団寄付
ができるシステムを大宮RCの会員が開発されたよ
うで、無料でアプリを提供してくれる話もでていま
した、財団寄付利用もさることながらクラブのスマ
イル決済に応用利用できないものかと思考しました、
加藤会長如何でしょうか？

以上、ロータリー財団セミナー報告とさせて頂き
ます。

阿部朋博会員 大沢昌太郎会員 齊藤　敦会員

中村　猛会員 原　美光会員 村木龍男会員 守屋トミー会員



皆さんこんにちは。
まずは、本日の越谷東ロータリークラブ様の例会

にお招き頂き加藤会長を始めとします会員の皆様に
は心より感謝を申し上げます。また例会中の貴重な
お時間の中挨拶の機会を賜り重ねて感謝御礼を申し
上げます。

申し遅れましたが私は一般社団法人越谷青年会議
所　第48代理事長の職を預かります神代太一と申し
ます。そして副理事長の中里智仁、専務理事の河上
祐之、市民まつり担当委員長の立澤貴明です。本日
はどうぞ宜しくお願い致します。

さて、コロナによる緊急事態宣言の延長も決まり、
まだまだ日本中で暗い日々が続いております。ワク
チンも若い世代に普及し始め、私もようやく本日２
回目の接種を予定しております。ワクチン接種も広
がりを見せていますが、元通りの生活に戻るという
のは今後難しいのであろうと私自身感じております。

しかしながら、この新たな時代の幕開けに悲観す
ることなく、変化への挑戦を前向きに捉え、明るい
未来を切り拓いていく為に、本年９月26日（日曜日）
に感染症の対策をした例年とは違う形の越谷市民ま
つりを開催することに挑戦することとなりました。

昨年末からコロナ対策を施した越谷市民まつりの
開催に向けて、行政と実行委員会の事務局で何度も
協議を重ねてまいりました。社会情勢が二転三転す
るなかで、何度も企画が白紙になり皆さまにもご相
談ができず途方にくれていた経緯もありました。

しかしながら、多くの人や団体が繋がることがで

きる越谷市民まつりの灯を絶やしたくない、こんな
時だからこそ人と人が結びつき、多くの市民に元気
と勇気を与えたい。そんな想いもあり、ぎりぎりま
で企画を練り、人は集めないけれども多くの想いを
集める事業を構築し越谷市民まつりの開催を実行団
体の皆様にご承認頂きました。

実行団体の皆様には例年通りの開催が叶わず困惑
させてしまい大変恐縮ではありますが、ぜひ企画し
ました事業にご参加頂き、一緒に越谷市民まつりを
通じて多くの人々に元気と勇気を与えていきたいと
考えております。

事業の概要としましては未来に願いを込めた手作
りランタンを作成し、越谷市役所の東側のウッド
デッキや中央市民会館への飾り付け点灯し楽しんで
もらう事業、０歳～100歳のたくさんのありがとう！
を集めパネルを製作し各所に展示するプロジェクト、
SDGsに取り組む団体、企業を紹介する事業、第１
回から今回までの想いや思い出を振り返る為の映像
制作事業となります。

感染症対策を徹底して準備してまいりますので何
卒本年度の越谷市民まつりに対しまして温かいご支
援ご協力賜りますようお願い申し上げます。

結びになりますが、本年度　加藤会長率いる越谷
東ロータリークラブ様のすべての事業が大成功に終
わる事と、会員の皆様のご健康ご多幸を祈念致しま
して、甚だ恐縮ではございますが、私からの御挨拶
と致します。本日はありがとうございました。

ビジターゲスト挨拶

一般社団法人越谷青年会議所　　　
理事長　神代　太一 様


