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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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会長：加　藤　盛　也
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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
◆会長挨拶 会長　加藤　盛也
◆幹事報告 幹事　隅田　　敏
◆退院報告 大内　一幸
◆ビジターゲスト挨拶
埼玉baseballフェスタ㏌越谷 実行委員長 長瀬　　翼 様

米山記念奨学生 張　政 様
◆私と会社「職場紹介」を通じて
 卓話者：大野　祐肇
◆国際奉仕部門セミナー報告

国際奉仕委員会　大野　祐肇
◆米山記念奨学部門セミナー報告

米山記念奨学委員会　髙橋　　功
◆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。報道等でお
知りおきと思いますが、いよいよ10
月１日から緊急事態宣言が解除とな
ります。感染者数が激減した中での
判断となり、飲食店関係、旅行業関
係の方々にとっては、待ちに待った朗報かと思います。
東クラブの例会につきましても、10月６日の第一例会
よりハイブリッド例会とし、個々で例会場での参加、
Zoomでの参加をご判断いただければと思います。な
お、お弁当のご用意の関係がありますので、連絡票を
活用して例会場での出欠をしっかりと手続きしていた
だけます様にお願い申し上げます。

また、昨日は、第100代総理大臣となる自民党総裁
選挙が行われ岸田文雄議員が河野太郎議員との決選投
票の結果、総裁に選出されました。ウィズコロナの社
会で多くの国民を守る政策に期待したいと思います。

さて、今年の越谷市民まつりが例年と違った形態で

　　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％

本日のビジターゲスト

埼玉baseballフェスタ㏌越谷
実行委員長 長瀬　　翼 様

米山記念奨学生 張　政 様



　　幹事報告　　　　　　　　 　幹事　　隅田　　敏

①昨日（9/29）、理事役員のグルー
プLINEによる持ち回り決議の方
式で、10月における理事会、例会
の運営方法につきまして取り決め
させて頂きました。

　　例会につきましては、10月の第一例会から「ハイ
ブリッド開催」とさせていただきます。

　　なお、「ハイブリッド開催」についてですが、
五十嵐会長年度の時のように班分けはせず、十分に
感染予防対策を実施するという前提の下に、リモー
トで参加するか、リアル参加するかについて各会員
の皆さまの自主的な判断にお任せするという方式を
とらせて頂きます。リアル参加頂ける方には、お弁
当も用意しておきます。フードロス防止の観点から
リモート参加もしくは欠席を予定する方は、連絡票
を事前に事務局宛にご提出頂けますようお願い致し
ます。

②地区より今年度の地区大会のご案内が届いています。
　2021年11月13日㈯（ロイヤルパインズホテル浦和４

Fロイヤルクラウン）
　◇パネルディスカッション（晩餐会出席者に限る）
　　15時登録開始　15時30分開始
　　　平和フェローの活動
　◇ＲＩ会長代理ご夫妻歓迎晩餐会（ロイヤルパイン

　ズホテル浦和　4階　ロイヤルクラウン）
　　17時30分登録開始　18時開宴（登録料15,000円）
　2021年11月14日㈰　
　◇本会議　（さいたま市文化センター・大ホール）
　　11時00分　登録開始
　　（登録料　会員10,000円、ファミリー 1,000円）
　　11時55分　着席　 RI会長代理ご夫妻入場
　　17時00分　閉会
③次回例会のご案内
　10月７日木曜日12時30分～ハイブリッド例会
　結婚誕生祝い、ロータリー情報及びクラブ創立35周

年記念事業についての実行委員会からの説明を予定
しています。

９月26日から開始されました。企画の１番目は、藤だ
な“籠染灯籠ランタン”通りプロジェクトとして、越
谷の新たな工芸品“籠染灯籠”をモチーフとした吊り
下げランタン・段ボールランタンが藤棚のウッドデッ
キに飾られ、10月３日まで、17時～20時までライトアッ
プされます。２番目は、ありがとうプロジェクトとし
て０歳から101歳までのありがとうのメッセージをパ
ネルにして展示してあります。東クラブを代表として、
私と隅田幹事が58歳、57歳で「越谷東ＲＣは創立35周
年を迎えます。皆様に感謝‼」のメッセージを添えて
エントリーいたしました。３番目は、みんなのＳＤＧ
ｓとしてカラフルにデザインされた巨大ダルマが市役
所新館１階に、取り組みを行う地域の事業者、団体の
紹介パネルと共に展示されています。４番目は、越谷
市民まつりヒストリー～未来へ届けwe love koshigaya ～
と題して、これまでの市民まつりの映像・写真・関係
者 の イ ン タ ビ ュ ー 等 を ま と め た 番 組 を 作 成 し、
YouTubeチャンネル等で配信されています。私は、
９月26日に中央市民会館において、高橋越谷市長を招
いて市民まつり実行委員か主催した内覧会で視聴いた
しました。その会場にも出席していましたが、第１回
市民まつりから関わっていたJＣの大先輩の越谷ＲＣ
中島さん、新井さん、須賀さん、そして東ＲＣの青木
さんが市民まつりに対する想い、実行委員会を担って
いく若い世代に対する愛情溢れるエールを収めたイン
タビューのシーンで出演していました。私の知らない
歴史、裏話もあり大変興味深い内容となっていますの
で、是非皆様もご覧になってください。視聴後に順番
で感想を発表する時間をいただきましたので、私から
は、映像にもあった東ＲＣが長年担当している交通安
全パレードで、佐久間会員、鈴木二之将会員、青柳会
員の協力のもと、高橋市長をスーパーカーに乗っても
らいパレードしたことが、市民まつりの歴史の一ペー
ジを飾ったと発表いたしました。高橋市長からも大変
素晴らしい体験をさせてもらったとの言葉をいただき
ました。その後17時30分から藤棚でランタンの点灯式
が行われ、市民のみなさまのメッセージに明かりが灯
りました。　実行委員会のJＣのメンバーもコロナウィ
ルス禍でどの様に市民まつりが開催できるかを必死に
模索した結果の企画となりました。越谷東ＲＣからも
例年通りの協賛金を提供し応援した市民まつりとなり
ますので、期間内に展示を含め是非ご覧になってくだ
さい。最後になりますが、今回の企画の展示作業まで
対応していただいた畔上社会奉仕委員長にお礼を申し
上げます。

次の例会の案内

第1654回 10月7日

結婚・誕生祝／ロータリー情報
「クラブ創立35周年記念事業」について

大内一幸会員
退院おめでとうございます！



米山記念奨学部門セミナー報告

2021年９月18日㈯Zoomにて、「米山記念奨学部門
セミナー」　が開催されました。

セミナーは、第一部の藤島部門委員長による「米
山記念奨学会は米山梅吉が設立した。○か×か」、「米
山梅吉は日本最初のロータリアンである。○か×
か」、「米山梅吉は静岡県の生まれである。○か×か」
私の記憶が正しければ、この３問のクイズにて楽し
くスタート致しました。

このクイズは米山梅吉記念館を訪れた際に学芸員
さんから出される質問だそうです。

米山梅吉記念館は、東クラブでも訪問しており、
私もそこで米山梅吉氏について学ばせていただいた
記憶があります。

とはいっても、米山梅吉氏の功績は私が記念館で
説明を聞き、資料を読んだ程度では学びきれるもの
ではない壮大なものでした。

その時の記憶では、幼少期より苦労を積み重ねて
きた人であり、三井銀行に係わりがあることや青山
学院との係わりがあること、そして日本最初のロー
タリークラブである「東京ロータリークラブ」創立
したこと。無理に思い出してもこの程度でした。

本セミナーにより、三井銀行の常務取締役であっ
たことによるロータリーとの出会いや、教育に対す
る奉仕として青山学院だけでなく、郷里の長泉（な
がいずみ）村や立教大学への活動があったこと。

そもそも米山奨学事業は、日本最初のロータリー
クラブの創立に貢献した米山梅吉氏の功績を記念し
て発足し、1952年に東京ロータリー ･クラブで始め
られた事業であること。そしてそれがやがて日本の
全クラブの共同事業に発展し、1967年、文部省（現
在の文部科学省）の許可を得て、財団法人ロータリー
米山記念奨学会となったということなどを学ぶこと
ができました。

ではなぜ留学生の支援なのか？正直、私もそこは
気になるところでした。

それは「今後、日本の生きる道は平和しかない。

それをアジアに、そして世界に理解してもらうため
には、一人でも多くの留学生を迎え入れ、平和を求
める日本人と出会い、信頼関係を築くこと。それこ
そが、日本のロータリーに最もふさわしい国際奉仕
事業ではないか。」いう当時のロータリアンの思い
からということなのです。

つまり、以下は米山記念奨学会の目的に記されて
いるものですが、「ロータリー米山記念奨学会は、
将来母国と日本との懸け橋となって国際社会で活躍
する優秀な留学生を奨学することを目的としていま
す。優秀とは「 ⑴学業」に対する熱意や優秀性は
もちろんのこと、「⑵異文化理解　⑶コミュニケー
ション能力」への意欲や能力に優れている点が含ま
れます。

ロータリー米山奨学生は、ロータリークラブを通
して日本の文化、習慣などに触れ、社会参加と社会
貢献の意識を育て、将来ロータリーの理想とする国
際平和の創造と維持に貢献する人となることが期待
されます。」ということです。

米山記念奨学事業とは、非常に深い思いとビジョ
ンをもった事業であることを改めて感じました。

その後、張さんをはじめ奨学生からの自己紹介を
兼ねたメッセージやスピーチを拝聴致しましたが、
皆さんの学業に関する思いや将来に向けた情熱を感
じ、そして感謝の言葉を聞いた時には、「自分たち
は人のためになってるんだなぁ」という実感が湧い
てきました。奨学生の皆様には時間を大切にしてい
ただき、この出会いを素晴らしい機会として学んで
頂ければ幸いです。

報告というよりも、私の感想になってしまいまし
たが、今回の参加は、私自身が米山奨学事業につい
て改めて学ばせて頂く貴重な時間となりました。

この機会を与えてくださった、ロータリアンの皆
様はもとより、奨学生の皆様に感謝とお礼を申し上
げ、私の報告とさせていただきます。
「ありがとうございました。」

米山記念奨学委員会　髙橋　　功



昭和51年５月に東京ヘルス工業㈲（現㈱トランス
サーブ）代表取締役大野精尊（父）が㈲曙運輸（設立
S38）を買収し、初代代表取締役に大野有代（母）が
就任し運送会社のスタートとなりました。私は、昭
和59年４月１日に同社に入社、ドライバー、配車、
営業を経験し、平成20年４月１日より２代目代表取
締役に就任しました。早いもので37年目になります
が、全社員の努力、協力のおかげで今日まで成長す
ることができました。
① 同社は全国展開を推進する運送会社として、社員

満足、顧客満足の向上と品質、環境に配慮し、お
客様の大切なお荷物を「確実な納期で」「完全な
状態で」、お届けできるよう企業経営を目指して
おります。経営理念は、「全従業員の幸せを追求
し社会の発展に貢献すること」経営目標は、「会
社の発展のために精鋭なる全従業員と共に精一杯
努力して高品質な輸送サービスを目指し全従業員
がこの会社で働いて良かったと思える尊敬される
会社にすること」

② 事業内容は、大手メーカーの冷凍・冷蔵・ドライ
の食品輸送の一次輸送をメインとし、全国のデポ
に輸送しております。また、営業所としては埼玉

（本社・越谷）・茨城（稲敷）・東北（福島）、九州
（福岡）、グループ会社、埼玉（越谷）・栃木（宇
都宮）・中部（小牧）・関西（京都）九州（福岡）
の８拠点により輸送及び保管を行っています。そ
の他運送以外では、㈱トランスサーブ（車両整備
及び車輛販売）、㈱リアルブレッセ（不動産賃貸
管理、飲食店）

③ 社内においての交通安全、教育等の取り組みにお
いては、新人教育、コミュニケーションをとれる
ように、事業所ごとと、１グループ（６名）ごと
に主任を配属し、ISO14001、9001の統合マニュ
アルによる教育、デジタコ・ドライブレコーダー
による検証など、講習会の実施。主任会議を２か
月に１回開催。　環境においては、CO2削減にお
いてはモーダルシフト（フェリー・鉄道）・エコ
ドライブ・夜勤の点呼を交代で配置し24時間体制

（重大事故削減）
④ 営業所及びグループ会社の管理職においては、毎

月末の週末に「品質安全環境輸送会議」を開催し、
営業報告、実績報告、安全衛生・改善事項等、毎
回３時間30分かかります。コロナ禍により、昨年
よりZoomにて会議開催

私と会社私と会社
「職場紹介」「職場紹介」を通じてを通じて

会社創立卓話

国際奉仕部門セミナー報告

9/11、13：00よりオンラインセミナーにて開催
されました。

松本ガバナーのご挨拶から始まり、特別講演、
㈱ダイナマイトレヴォリューション　代表取締役
　千葉隆弥様より「TVプロデューサーから見た
世界情勢」として、ご講演を１時間ほど聞かせて
頂きました。千葉様は人気番組のプロデュースを
手掛けており、池上彰さんと10年以上に渡り世界
各地を取材してきた講演でした。「アフリカのジ
プチ共和国を訪れた時のこと、ソマリアから多く
の難民が内戦で荒れる祖国を捨て、世界で一番暑
い国に希望を求めてやってくる。しかし、国境で
出会った難民の女性の顔は絶望で歪んでいました。
砂漠の海を越える最中、夫は銃殺され、子供を餓
死で失い、難民キャンプにたどり着いて、食事を
口にした時の彼女の安堵に満ちた表情、どんな思
いで祖国を捨て、ここまで逃げてきたのだろう、
その表情は今でも心に深く刺さっています」その
他、貧困な国の取材経験談を聞きました。最後に

「普通の人が普通の生活をできる世界になってほ
しい」と願いを込めて！と締めました。衝撃的な
貴重な体験談であり、知らないことを知りました。

そのあと、国際奉仕の案内があり、フィリピン
RI3800地区の３案件とベトナムダナンの１案件
のご紹介がありました。

2770地区内の姉妹・友好締結国状況：国内25ク
ラブ、台湾30クラブ、韓国９クラブ、オーストラ
リア２クラブ、タイ５クラブ、アメリカ４クラブ、
フィリピン２クラブ、無20クラブということで、
姉妹・友好クラブ締結の推進（クラブの活性化、
相手国との親睦、共同プロジェクトの実施により
クラブ活性化）

最後に、日韓親善会議（韓国）・日台親善会議（台
湾）・国際大会（ヒューストン米国テキサス州）
2022年6/4～6/8を予定していますのでご参加のお
願いにて終了。

コロナ禍でわかりませんが開催の際には、改め
てご案内致しますので宜しくお願いします。

国際奉仕委員会　大野　祐肇



　社内の福利厚生は、傷害保険の加入・資格免許の助
成（大型免許・フォークリフト・運行管理等）、毎年、
事業所ごとの温泉１泊の新年会、夏はバーベキュー
大会、野球観戦、ゴルフコンペ等、コロナで昨年よ
り中止となっております。中止の代わりに給与に上
乗せ支給。インセンティブとして、半期ごとに無事
故・無違反の表彰制度（金一封と表彰）

⑤ 曙運輸グループでは、気持ちよく働ける職場を実現
するために、コンプライアンス遵守・保持を目的 
とし、法令や社内規則、経営方針、倫理・行動規範
に違反 する行為を通報するためメール窓口「コン
プライアンスホットライン」を設けております。（ハ
ラスメント・労基法・反社組織の接触・情報漏洩等）
匿名あり→通報者の保護（プライバシーの配慮）→
調査→フィードバック

⑥ コンプライアンス（労働基準・安全衛生・環境・企
業倫理等）において、SEDEXの認証、SMETA（Sedex 
Members Ethical Trade Audit）（社会監査）Sedex
の会員企業が監査会社から構成されるSedexステー
クホルダーを集約して開発した監査スキームを
SMETAと呼んでいます。これは国際的に認識があ
り広く受け入れている監査手法の一つで、異なる業
界に適用することが出来ます。また、世界大手小売
り・食品企業が参画し、「1.取引先が多種多様な監

査や認証を何度も受ける負担を軽減すること」及
び「2.グローバルサプライチェーンにおける企業
倫理の向上」を目的とした監査スキームです。世
界150か国、28,500の企業組織が加盟している大
手企業が参画しています。

　その他、運転者職場環境良好度認証制度１つ星認
定を取得

⑦ 今後においては、企業は現状維持では衰退してし
まうと言う考えから、少子高齢化、労働力不足が
進む中でありますが、事業承継も考えながら、自
社車輛の増車、ドライバー、社員の増員、事業所
拠点の増設、ご縁があればM＆Aも考えながら毎
年、少しずつ事業拡大、曙ブランドの確立を目指
して参りたいと思います。

　　　　　株式会社曙運輸
　　　　　代表取締役　大野祐肇　　　　　　　

　　　　　　　　　　　

大野　祐肇



初めまして。埼玉baseballフェスタｉｎ越谷実行
委員長の長瀬です。大都交通会田様から会長様・幹
事様にお話をしていただき、イベントのご協賛をし
ていただく運びとなり、心より感謝申し上げます。

本イベントは、越谷・八潮地区中学校野球部顧問
会主催の野球イベントです。日時は、12月５日㈰
10：00～14：00。西武ライオンズと共催で、越谷市、

越谷市教育委員会の後援を受けて、越谷市民球場で
実施します。目的は、近年野球人口の減少傾向が著
しく、幼児～小学６年生までの野球未経験者を対象
に、少しでも野球に触れあっていただき、楽しさを
味わってもらうためです。地域に根づいたイベント
を目指していますので、ぜひご協力よろしくお願い
いたします。

ビジターゲスト挨拶

埼玉baseballフェスタ㏌越谷　　　　　
実行委員長　長瀬　　翼 様


