
水と衛生月間

みなさんこんにちは。
既に皆様にも訃報でご案内してお

りますが、大変悲しいご報告をさせ
ていただきます。

越谷東ロータリークラブパスト会
長島根常二会員が２月27日にご逝去
されました。

ロータリーの活動の根幹である米山財団ならびに
ロータリー財団に対し、長年にわたり多大な寄付の貢
献をして、親睦活動の場では会員みなさんと楽しく過
ごし、社会奉仕活動にも率先して参加する姿勢は、こ
れぞロータリアンと尊敬できる先輩でした。みなさん
と一緒に心からご冥福を祈りたいと思います。

さて、先週の例会時にも懸念していたロシアの軍事
行動が現実となりました。人の命を軽んじ、隣人を苦
しめる行動を理解することができません。

これに対し、国際ロータリー（Rotary Japan）は、
以下の声明を発しました。
『ウクライナと世界の人びとにとって、痛ましく悲
惨な状況となっています。
ロータリーは、ウクライナにおける状況悪化と、人
命の喪失および人道的苦難が深刻化していることを
深く懸念しています。ウクライナに対する軍事行動
が続けば、地域の荒廃を招くだけでなく、欧州と世
界にも悲惨な結果が広がる恐れがあります。世界最
大の人道支援団体の一つとして、ロータリーは「平
和」を世界的使命の礎としてきました。私たちは、
国際社会とともに即座の停戦、ロシア軍の撤退、お
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司会：会場運営委員会／橋本　政行
会報No.1466号／担当：委員一同第1673回例会

2022年3月3日
【オンライン例会】

〈例会日〉　 毎週木曜日　12：30～13：30
〈事務局〉　〒343－0813　越谷市越ヶ谷3－7－1 （NTT東日本 越谷ビル2F）
 　048－965－2037　　048－965－2011
　　　　　 http://www.koshigayahigashi-rc.org/  E-mail:info@koshigayahigashi-rc.org

●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
◆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
◆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
◆35周年記念式典事前説明会 

実行委員長　栗田　晴巳
◆スマイル報告 社会奉仕委員会　畔上　順平
◆出席報告 幹事　隅田　　敏
◆閉会点鐘　 会長　加藤　盛也

　　スマイル報告　　　 社会奉仕委員会  　畔上　順平

今　　回 6,000円

457,610円累　　計

次の例会の案内

第1674回 3月10日

会社創立祝卓話



　　幹事報告　　　　　　　　 　幹事　　隅田　　敏

本日、第９回理事会が開催され、３月のプログラム
変更及び４月のプログラムが承認されました。

３月31日に予定されていた越谷税務署元署長による
卓話は中止となりました。代わりに、畔上会員と佐久
間会員による会社創立祝卓話を行ないます。楽しみに
していてください。

４月10日の日曜日、11日の月曜日に予定されていま
した親睦旅行についても、コロナ情勢から中止となり
ました。

その結果、４月14日は振替の休会予定でしたが、通
常通りの時間に例会を行ないます。

また、４月28日の例会が、その前日27日水曜日にな
り、第８Ｇの５クラブ合同例会を開催することとなり
ました（場所は、コミュニティセンター小ホール、現
時点で時間は未定）。中止となったIMに代わり、東京
オリンピック柔道日本代表チーム監督の井上康生さん
の講演を予定しています。楽しみにしていてください。

コロナ禍で、現在まんえん防止発令が３月20日頃
まで延長されようとしている今日ですが、５月15日
に記念式典を正式に開催するべく、実行委員会・各
委員会が活動を始めています。

残り２か月半ですが、３月15日にはご来賓・ご招
待者様に案内を発送します。また、各委員会に於い
ても担当の事業内容の詳細を詰め、実際に行動に移
さないと、あっと言う間に期日が来てしまいます。

本日は、皆様各自のご担当を確認いただき、各委
員長を中心に事業を進めて頂きたいと思います。

式典全体のまとめ役として会長・幹事と実行委員
会執行部が進めて行きます。６つの委員会に分かれ

越谷東ロータリークラブ
創立35周年記念式典について

よび対話を通じた対立解決のための外交努力の再開
を求めます。
過去10年間、ウクライナ、ロシア 、および近隣諸
国のロータリークラブは、国の違いを超えて、親善
を推進し、戦争や暴力の被害者への支援を先導する
平和構築プロジェクトに積極的に取り組んできまし
た。私たちは今、この悲劇的な出来事に直面してい
るウクライナのロータリー会員や人びとのために祈
ります。国際ロータリーは、救援物資や支援を提供
し、ウクライナ地域に平和をもたらすために全力を
尽くします。』
今回の件で、改めてロシアがどの様な国か調べてみ

ました。ロシアの国土は日本の約45倍で世界一大きく、
人口はロシアが世界９位の145,872,000人、日本は世界
で11位 の126,860,000人、 自 ず と 人 口 密 度 は 日 本 が
349.29人／㎢で世界28位に対し、ロシアは8.76人／㎢
で世界195位となります。

また、平均寿命を比較してみると日本が83.096歳で
世界２位、ロシアは70.461歳で世界121位となります。
プーチン大統領は1952年10月７日生まれで今年70歳を
迎えます。今回の軍事行動は、自身の寿命が尽きる前
に旧ソ連の復活を妄想した結果なのでしょうか。

更に世界地図を見て気付いたことは、首都モスクワ
がウクライナとの国境から思いのほか近いということ
です。緩衝地帯のウクライナがＮＡＴＯに取り込まれ
ることによって、ロシアの安全保障上好ましくないの
でしょうが、それは対立を前提とするからです。お互
いの主権を認め共存することを考えることはできない
のでしょうか。

何れにしても、国連の常任理事国のトップが核兵器
使用の可能性を示唆するなど到底許されるものではあ
りません。国際社会が協力してロシアの横暴を一日も
早く停め、戦火により平穏な生活を壊された人々を助
けなければいけないという認識を共有する必要があり
ます。

月 日 曜日 内容

木 第1回責任者全体会議

木 執行部会議（例会終了後）
火 各委員会予算案提出

木 創立35周年式典計画報告（第一例会時）
木 第2回責任者全体会議
木 執行部会（例会終了後）

火 式典招待・案内状発送・式典挨拶文依頼（総務委員会）

水 式典第一部、第二部、第三部のスケジュール運営表完成（各担当委員会）

木 第3回責任者全体会議
木 式典開催最終判断（執行部会議）・招待・案内状返信締切（総務委員会）

土 プログラム等発注（第一部、第二部、第三部）
木 リハーサル（当日は例会休日）（13時30分より例会場にて）
水 プログラム等印刷物完成（第一部、第二部、第三部）
木 第4回責任者全体会議（最終）通しリハーサル（例会場にて）
日 （午前）リハーサル　・（午後）創立35周年式典

末 記念誌完成・配付（記念誌委員会）

越谷東ロータリークラブ創立35周年記念式典日程スケジュール



て事業を受け持ちます。先ず①総務・企画委員会：
五十嵐委員長中心に直ぐに３月15日発送の招待状か
ら開始します。②式典・会場委員会：小暮委員長中
心に当日第２部の式典を受け持っていただきます。
式典、スケジュール、司会者、楽屋、看板、会場、
席次等担当いただきます。③記念事業⑴：畔上委員
長中心に、第20回越谷市高校野球記念大会を開催い
ただきましたので、今回は、応援に廻っていただき
ます。④記念事業⑵：大野祐肇委員長中心に、式典
第一部のコンサート部門を担当いただきます。叡明
高校合唱部・吹奏楽部さんに演奏いただき、その進
行、会場、プログラム、観客動員等担当頂きます。

⑤記念誌委員会：宮下委員長中心に式典にて「35年
のあゆみ」を上映し、懇親会で「記念事業DVD」
を上映いただきます。そのために今から過去の資料
集め、編集、ナレーション等上映に向けての作業を
開始して頂きます。また、記念誌を６月末に完成し
配付致します。⑥祝宴委員会：佐久間委員長を中心
として、第３部の祝宴を担当いただきます。スケ
ジュール、席次、司会者、食事内容、アトラクショ
ン等を担当いただきます。

以上、５月15日に向けて、皆さんで楽しい35周年
式典にするべく力を合わせて行きましょう！

創立35周年記念実行委員会　　　　

実行委員長　栗田　晴巳

越谷東ロータリークラブ
創立35周年記念式典について

越谷東ロータリークラブ創立３５周年記念実行委員会組織図

会長 加藤盛也
幹事 隅田　敏

鈴木裕万

直前会長　五十嵐久幸 委員長　　小暮進勇 委員長　　畔上順平 委員長　　 大野祐肇 委員長 宮下智之 委員長 佐久間誠
直前幹事　田中基章 山﨑勝己 副委員長 北林隆一 副委員長 株竹眞次 副委員長 南千加江 副委員長　 宮本正行
会長エレクト　小林賢弘 副委員長 杉下智 委員 委員 委員 委員

委員 石渡　毅 齋藤　敦 鈴木二之将 青柳聡 榎本裕希
秋山坦 浅水輝子 島根常二 仁多見栄一 鈴木裕万 平野武志 守屋トミー 梶原直樹 鈴木朝夫

委員 飯島　昇 飯山勝司 橋本政行 原美光 野寄新吾 中村猛 富澤春男
清村忠雄 阿部朋博 大野豊次 出口昇
平林照雅 高橋功
村木龍男 小林充

竹内達也

永島つる子 粟谷祐二

大内一幸
岡崎愛子大沢昌太郎

担当委員長

青木伸翁

委員長補佐

鈴木一朗
会計監査　秋山担

事業名
担当委員長

内容 記念事業の記録
記念式典・懇親会の記録

顧問

当日プログラムの作成

式典・会場
小暮進勇

式典会場の下見折衝

総務・企画
五十嵐久幸

招待者の人選

実行委員会

記念誌
宮下智之

大沢昌太郎
島根常二

栗田晴巳委員長

祝賀会会場の下見折衝
祝賀会に関する一切の準備管理

祝宴式次第作成

祝宴
佐久間誠

35周年のあゆみを式典にて上映

記念事業を祝宴にて上映

記念誌発刊

３５周年決算報告

ご来賓・ご出席者名簿座席表の作成

会員・令夫人登録料入金管理領収書準備

招待者・来賓・令夫人への案内状発送

招待者・来賓の出欠管理
招待者・来賓登録料入金管理領収書準備

来賓・招待者の当日の誘導

式典に付随する一切の備品準備

式典　司会者選定

記念事業(2)
大野祐肇

記念事業(1)
畔上順平

記念事業(1)に関する一切の実行準備

記念事業目録作成来賓の人選

祝宴席次表作成

アトラクションの手配

祝賀会の司会者選定

目録贈呈アシスタントの選定

台中港北区扶輪社祝辞依頼

記念事業目録まとめ

会計　　　青木伸翁

メーキャップカードの準備

叡明高校合唱部・吹奏楽部交渉

第一部　司会者選定

３５周年予算の入出金管理

式次第全体取りまとめ作成

表彰・感謝状の準備

式典会場席次決め

記念事業（１）令和3年11月

第２０回記念野球大会一切

会田晧章
浜野隆浩
北林隆一

副委員長
実行委員会幹事

実行委員会副幹事

記念事業(2)に関する一切の実行準備

記念事業目録作成
式次第作成



お め で と う

3月

結婚結婚
記念日記念日

栗田晴巳会員 杉下　智会員

誕生日誕生日

畔上順平会員 榎本裕希会員 齊藤　敦会員 仁多見英一会員 宮本正行会員 山﨑勝己会員

鈴木二之将会員 隅田　敏会員 野寄新吾会員 守屋トミー会員

お手元にスマホがある方は、ぜひロータリーの友
電子版の活用もお願いいたします。
横組み　P16〜21

RI会長エレクトの紹介です。RIで初めての女性
会長、ジェニファー・ジョーンズさんが紹介されて
います。ジョーンズさんはラジオ、テレビ番組の制
作、企業やNPOの動画制作、ライブ番組の制作を
専門とするメディアストリート・プロダクションズ
の社長兼CEOで、カナダ・オンタリオ州のウィン
ザーローズランド・ロータリークラブの会員だそう
です。
横組み　P38

６月４日～８日に行われるヒューストン国際大会
の案内が載っております。ヒューストンの街の紹介
がされています。
横組み　P42
「ロータリーの友」購読料改定のお知らせです。

1975年以来、１冊200円で発行を続けてきましたが、
長期にわたる会員数の減少や近年の原材料の高騰な
どの影響で価格の維持が難しくなり、2022年７月号
から１冊250円（税別）に改定されます。
「ロータリーの友」の購読は会員の義務の一つで

もありますので、今まで以上に皆さんに読んでいた
だきたいと思います。
縦組み　P4〜8
「語り継ぐ震災　今、あなたと共に」
これは東北大学病院総合地域医療教育支援部助教、

菅野武さんの記事です。この方は東日本大震災が起
こった時、南三陸町の公立志津川病院の内科医をさ
れていて、この時多くの患者の命を救ったことで、

「TIME」誌の2011年の「世界で最も影響力のある
100人」に選ばれた人です。

抜粋して読ませていただきます。「15時半くらい
に、窓の外を見たスタッフが、津波だ！と叫んだの
です。見えた、と思ったら次の瞬間には茶色い水の
壁。４階の天井まで浸かって、もう駄目だと思いま
した。看護師は油性のマジックでお互いの体、患者
さんの体に名前を書いていました。私は結婚指輪を
財布から出してはめ、握り締めました。ある人は写
真を、動画を撮りました。自分が恐らく死ぬ、とい
うとき、自分はここにいたと分かるように、家族が
遺体を見つけられるように。」
「地獄のような光景の中でしたが助けることもで

きてすごくうれしかったです。その日入院患者は
107人、ほとんどが寝たきり、または介助なしでは
歩けないような方々で、助け出せたのは43人。車椅
子を押しながら、患者と一緒に津波にのまれ亡く
なったスタッフもいました。」

ここから菅野さんのメッセージです。「本当に発
災したらどうするか。生き抜くということを第一に
してください。大事なモノを取りに行かなきゃ、と
いった発想は一切せず、まずどう生き延びるか、に
集中してほしい。」「現場で自分がどうするか、とい
う一手が大切で、そのキーワードは『自分の命を守
る』。災害時、自分の命を犠牲にしてまで助けに行
く行動は基本的にすべきではない、ということを皆
さんと共有したいと思います。まず自分の命を守り、
その上で手をつなぎ、次の人を助けられてこそ人は
素晴らしい、と思ってほしいのです。」

実体験された方の重いメッセージです。ぜひ全文
読んでみてください。

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


