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●感謝と恩返しの輪を広げよう 
2022～2023　越谷東ＲC運営方針

2022～2023　ＲＩテーマ

●イマジン ロータリー

幹事：北　林　隆　一
会長：小　林　賢　弘

創立1987年5月18日

TEL FAX

越谷東
ロータリークラブ

◆黙　想 
◆開会点鐘 会長　小林　賢弘
◆ロータリーソング斉唱 「それでこそロータリー」
◆クラブソング斉唱 「クラブ賛歌」（3番）
◆ビジターゲスト紹介 会長　小林　賢弘

国際ロータリー第2770地区　　　　　　　　　
ガバナー 細淵　雅邦 様

 地区副幹事 菅間　一仁 様
第8グループ ガバナー補佐 株竹　眞次 様

第8グループ ガバナー補佐幹事 杉下　　智 様
◆会長挨拶 会長　小林　賢弘
◆幹事報告 幹事　北林　隆一
◆ビジターゲスト挨拶

第8グループ ガバナー補佐 株竹　眞次 様
◆卓　話

国際ロータリー第2770地区　ガバナー 細淵　雅邦 様
◆スマイル報告 社会奉仕委員会　石渡　　毅
◆出席報告 出席委員会　齊藤　　敦
◆閉会点鐘　 会長　小林　賢弘

本日は細淵ガバナー公式訪問例会
に多数のご出席をいただきありがと
うございます。

例会に先立ち開かれた懇談会の席
で、細淵ガバナーが自身のやりたい
ことと我々からの要望と質問に対して、同じ目線で丁
寧に熱く語ってくれました。その情熱は私の持ってい
たネガティブなガバナー像を見事に根こそぎ破壊して
くれました。細淵ガバナー年度の会長を務めることに
僥倖を感じています。

先日地区から細淵ガバナーと松本危機管理委員長の
お名前で「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」という通達が来ました。昨日皆さんの
お手元に届くよう配信しました。内容はとてもシンプ
ルなもので、例会やロータリー行事の対面での開催は
禁止しないが、消毒・検温して37.5℃を超えたら出席

　　会長挨拶　　　　　　　　　 会長　　小林　賢弘

会員数：55名／出席数：36名
出席率：73.5％
前回修正率：72.0％

地区副幹事 菅間　一仁 様ガバナー 細淵　雅邦 様　　ガバナー補佐 株竹　眞次 様



禁止、食事は黙食・マスク着用・ハイブリッド方式の
推奨・多人数の会食・懇親会の禁止という我々がクラ
ブで日常的に行っていることの再確認といった内容で
した。

越谷東ロータリークラブでは、新年度になって活発
に予定されている委員会の開催はまったく多人数に該
当しないと判断して予定通りの開催とします。クラブ
全体での夜間例会・会合等は当面中止とします。出欠
は自身の体調などを考えての自己判断でお願いします。

さて、連日の猛暑の中、屋外ではようやく国からお
許しが出たのに、９割以上の人がマスクを外しません。
これは最早テレビによる洗脳ではなく、周りと同じで
ないと不安になってしまい、矛盾を感じても従ってし
まう人たちや、周囲と違う行動をとる人に対して、「自
分は我慢して従っているのに何故こいつは輪を乱すの
だ」と怒りを感じる人たちが、自分以外の何かのせい
にしたくてコロナ警察にまでエスカレートしてしまう
同調圧力や、異端（個性的なもの）が現れると寄って
たかって袋叩きにするマスコミの論調や、一切責任を
とりたくない官僚と政治家がお願いベースで乱発する
無責任な宣言や措置などなど、これは自己責任という
文化の無い日本人の国民性によるものだと思います。

自己責任といえば、私はずいぶん長い間バイク遊び
をしてきましたが、レースでは１番速いやつが偉くて
遅いやつが悪い、「ケガは全て自分持ち」という至っ
てシンプルな世界でした。接触して転倒、ケガをして

も、ぶつかってきた相手を恨むのではなく、避けられ
なかった自分が下手だからという完全な自己責任の遊
びです。

レース文化が欧米で根付き国技の次くらいのメ
ジャースポーツとなったのに対して、日本で人気が出
ないのは自己責任の文化が無いからだと思われます。

日本より圧倒的に感染者数の多い欧米諸国は経済主
導のウイズコロナに切り替えてマスクを外しました。
日本もそろそろウイルス感染が広がるのは、国のせい
でもバラまいた感染者のせいでもなく、免疫力を落と
してしまった自分のせいだと切り替えて、コロナ禍を
ポジティブに捉えられる世の中になればいいなと思っ
ています。

以上会長の独り言でした。

幹事報告をさせて頂きます。
本日例会終了後に、別室にて細淵

ガバナーとの記念撮影がございます。
お時間もあまりありませんので速や
かに別室にご移動下さいますようお
願い申し上げます。

幹事報告は以上です。

　　幹事報告　　　　　　　　 　幹事　　北林　隆一

　　スマイル報告　　　 社会奉仕委員会  　石渡　　毅

今　　回 38,000円

91,000円累　　計

次の例会の案内

第1693回 7月28日

セミナー報告
（会員増強部門・管理運営部門・公共イメージ・青少年奉仕部門）

ビジターゲスト挨拶

細淵ガバナー公式訪問　有難う御座いました。
ポリオが終息していない地域及び、その感染の実

情についてお話をさせて頂きましたが第８グループ
として何をすべきか、クラブとして何をすべきかを
考えるとやはりポリオ根絶の事業をすることが一番
と考え、第８グループ合同事業をポリオ根絶チャリ
ティコンサートとさせていただきました。ガバナー
公式訪問と重なってしまいましたが合同事業の日程

表と組織図、I.M.の委員会名簿と組織図を皆様に配
布させて頂きました。担当する各委員長には承諾を
頂きましたが副委員長以下、委員の皆様には承諾を
頂いておりません、この場を借りてお詫びを申し上
げ、引き続き配置された委員会にてご協力をお願い
申し上げます。

ガバナー公式訪問、クラブ協議会お疲れ様でした。

ガバナー補佐　株竹　眞次 様



■会計 小暮　進勇
令和４年５月20日開催のクラブ協議会に於いて会

長より受けた任務を遵守すると共に同じく指示の
あった会長要望に応えられるよう努力します。

［方針・抱負］
前任者と、令和４年７月19日㈫、埼玉縣信用金庫

越谷支店２階会議室に於いて週単位の管理、また、
月単位の管理業務等しっかりと引き継ぎを行いまし
た。経理を委託している税務法律事務所そして、事
務局、幹事とも緊密な連携を取りながら、会長要望
に沿った管理に努めます。

■クラブ管理運営部門 大野　祐肇
奉仕の第一部門であるクラブ奉仕は､ 本クラブの

機能を充実させるために、未来、プログラム、親睦
友愛、出席、会場運営の各委員会が連携して、全会
員がクラブ例会及び活動に参加して、仲間を大切に
して和気あいあいで活動して思い出が残る充実した
１年にしたいと思います。

既に、出席委員会では一人でも多くの出席率の向
上を目指し、例会案内、インセンティブなど工夫さ
れております。また、小委員会ごとに７月、８月に
委員会を開催する予定となっております。

■出席委員会 秋山　　坦
出席委員会委員長の秋山です。私の他、メンバー

は副委員長に粟屋委員そして栗田委員、富澤委員、
中村猛委員、野寄委員の６名です。成長著しい若手
とベテランで構成されています。

小林会長の方針として規定概念にとらわれない活
動をクラブ方針をとして打ち出されており、これだ
けのメンバーを揃えてくれましたので全員で知恵を
絞りアイデアをだし出し合うって出席率90％以上を
目標にスタートしました。  

具体的には先ずは例会案内に歴史あるこの地、奥
州街道を北上し数々の名句を遺した芭蕉のおくの細
道を紹介し、例会に興味を持って頂き、そして例会
場の受付は二人体制とし１名はクラブ幹部並みの襷
を掛け（Attendance Committee）皆様をお迎えす
る事にしました（この様な襷は他のクラブでは採用
してないのでは？） 

そして会長から出席率90%をクリアした会員には
厳選し皆勤賞・精勤賞が頂ける等、あの手この手で
出席率UPを図っていますが時間の関係で今回の紹
介はこの位にしておきます。以上です。

■会場運営委員会 守屋トミー
当クラブは長年NTT様のご厚意で例開場をお借

りしております。大変ありがたいことですが、セキュ
リティーが固く、ドアの飽き締めに担当が付かなけ
ればならず、これが委員会の年間を通してのひとつ

の仕事となっています。もうひとつは例会をスムー
ズに運営するための司会。まずはこの二つをしっか
りと行っていきます。

クラブ、そして各会員の活力を生む場、それが例
開場です。例会場を楽しい場とするためにプログラ
ム委員会、出席委員会とも今後連携を深め、出席し
たい例会、行きたい会場にするため、この一年頑張っ
ていこうと思います。

■職業奉仕委員会 　中村　　猛
今年度の職業奉仕委員会では、ロータリーの目的

と四つのテストの理解をより深め、奉仕理念をしっ
かり固め、自らの職業と会員各位の職業の価値を認
め合い、さらに付加価値を上げ地域社会の中で職業
スキルを発揮できるよう推進していまいります。

具体的には、会長要望である
１．第一例会で恒例の四つのテストとロータリーの

目的を唱和します。
２．職場見学会を予定しています。コロナ感染の心

配もありますが、職業奉仕月間の１月にプログラ
ム委員長と調整してセキ薬品に今年度は実施をい
たします。

３．前年から好評であります、会社創立祝卓話を今
年度も継続していきます。卓話名称を今年度は職
業紹介卓話と変更いたします。

４．第８グループ合同事業には喜んで協力参加して
人間力を高めていきます
一年間よろしくお願いします。

■青少年奉仕委員会 畔上　順平
当委員会では、コロナ禍で接触が少なくなってし

まった、越谷東高等学校のインターアクトクラブを
中心に、次世代を担う地元の青少年少女に社会奉仕、
地域貢献のきっかけとなるアクションを起こし奉仕
と貢献の喜びの一端を感じてもらうことを実践しま
す。

次々世代のロータリアンの発掘と育成を大きな目
的とし、将来の会員確保に繋がる活動を行います。

具体的には以下の５つのアクションプランを検討
しております。
①越谷東高等学校インターアクトクラブとの関係を

継続し、当クラブ例会への参加を促します。
　また、先方の部活動への出席も積極的に行い、コ

ミュニケーションを図ります。
②市民まつり、地域イベント等でのインターアクト

クラブ活動支援を行います。
③越谷東高等学校インターアクトクラブと共に南越

谷小学校の特別支援学級へのソフト支援プログラ
ムを検討します。

④叡明高等学校との友好関係の中から継続的な交換
留学生の受け入れ体制のきっかけをつくります。

⑤国際奉仕委員会と協力しながら、奨学学友会フレ
ンズの活動を支援し、小委員会発足に向けた例会
への参加を促します。
以上の通り当クラブの「未来の人材への投資と発

掘」を目指した活動を行なって参ります。

クラブ協議会



■ガバナー公式訪問　　
皆さんこんにちは。国際ロータリー 2770地区ガ

バナーの細淵雅邦です。本日は、公式訪問で貴クラ
ブに伺うことができましたことを大変にうれしく光
栄に思っております。

さて、２月24日ロシアによるウクライナへの軍事
侵攻が開始されたまま、今日現在平和が戻ってきて
いません。我々にとり、国際理解、親善、平和はロー
タリーの目的にも書かれているとおり永遠のテーマ
であり、世界平和は人類にとり最も大切なことであ
ると思います。本日、皆様と共に公式訪問を通じ、
お互いに学びあえること、今、我々が平和に暮らし
ていることに心から感謝をしたいと思います。

本日、今日、この時間、例会ご参加の皆様と共に
一瞬一瞬を大切に、共にクラブを、2770地区を、活
性化していくことができるとても嬉しく思います。

2/12の国際協議会、本会議でのバリー　ラシン元
RI会長のアドバイスのとおり、自分の気持ち、自
身の言葉を使いご説明いたします。

■2022〜2023年度RI方針
既にご存知の通り、新型ウイルス　オミクロン新

種株による感染拡大により今年度の国際協議会はイ
ンパーソンではなくオンラインに変更となりました。
開催スケジュールにおいても当初は、１月16日から
20日まで、オーランドにおいて予定しておりおまし
たが、２月７日から16日と日程へと変更になりまし
た。

RIジェニファー・ジョーンズ会長は、2022年１
月20日に開催された、2022〜2023年度テーマ講演で、

「会員がロータリーでどんな経験を求めているかを
聞き、果たしがいのある責任を会員に与える必要が
あります。ロータリーでの参加型の奉仕、人間的成
長、リーダーシップ開発、生涯にわたる友情こそが、
目的意識と熱意を生み出します。これが私たちの責
任です。会員に奉仕できなければ、地域社会への奉
仕もできません。会員にとって心地よい場所とし、
会員への気配りがなければ、ロータリーの力を本当
の意味で理解してもらうことはできないでしょう」
と語りました。

さて、今年度のRIテーマは
イマジン　ロータリー　IMAGINE ROTARY

環は人々の繋がり
環の周りの点は人々
７つの点はロータリーの重点施策
環と点の組み合せは、先導する星もしくはガイド

たる光
緑色の線掘り下げる道具（難業に立ち向かう時に

使う）、事業を行うための手段
Celebrate DEI- Diversity, Equity and Inclusion

　DEIを祝う
自分たちを自由に表現するでも特別な繋がりを

持っている
紫 ポリオ、緑 環境、そして、White–Peace白 平

和を、全体的には新しさと力強さを表現しています。
そして、ジェニファー・ジョンーン会長が強く述

べられた所信は２つあります。
●ＤＥＩ　多様性・公平さ、インクルージョンが会

員増強維持の「鍵」
●果たしがいのある責任を会員がになえるように

・会員の積極的な参加、適応と改革
・会員にとりクラブの心地良さとクラブの配慮
・受け身ではなく、参加型の奉仕、

■2022〜2023年度地区運営方針
RIジェニファー・ジョンーン会長のRIテーマ・

方針を受けて、2022 〜 2023年度地区運営方針は次
の通りにいたしました。

創造しよう未来への調和
―ロータリーにDEIの爽やかな風をー

ロータリーに入り、自分の人生はとても充実して
いる。

ガバナー公式訪問

国際ロータリー第2770地区　ガバナー　細淵　雅邦 様



ロータリーに入り、かけがえのない友人をえるこ
とができる。

ロータリーに入り、人のため、社会のために役立
つことができる。

人間力を高め、生き方のモチベーションをあげ、
ゆたかな人生を創造できる、それがロータリークラ
ブではないでしょうか。「ロータリアン一人一人の
モチベーションをあげ、クラブを活性化させる」RI 
会長ジェニファー・ジョーンズさんの新しい爽やか
な息吹と方針をクラブの会長、会員に伝え、ロータ
リーライフで自分自身の人生のクオリティを高めて
いただきたいと思います。

今年度、2770地区は、2500名のロータリアンのモ
チベ―ション向上、そして、74のクラブの活性化の
ための支援を最優先事項とし運営してまいります。

■－創造－
RI会長ジェニファー・ジョーンズさんは、2022

〜 2023年度RIテーマとしてイマジンロータリーと
発表されました。

日本語訳ではイマジン＝想像になります。
この発表を受け、地区活動方針では、ジェニ

ファー・ジョーンズ会長の篤い想いを実現するため
に、想像から創造へ　一歩前進してまいります。全
世界にはさまざまな言語、文化、生活習慣があり、
いろいろな職業や年齢層からなるロータリーの構成
メンバーにとって、それぞれの立場でロータリーを
考えることができる素晴らしいメッセージであると
思います。ジェニファー・ジョーンズ会長の想いを
しっかりと受け止め、2770地区らしい、未来に向け
て夢と希望を持ち、小さなことから創造し挑戦して
いきます。

■－未来－
「想像してください、私たちがベストを尽くせる

世界を。私たちは毎朝目覚めるとき、その世界に変
化をもたらせると知っています。昨日のことをイマ
ジン（想像）する人はいません。それは未来を描く
ことです」テーマである想像とは、行動への呼びか
け、であるととらえています。未来にむけての、架
け橋、想像したものを創造していく重要性。夢を持
ち、将来へ、未来にむけて、行動するかどうか、を
決めるのは自分自身です。ロータリアン一人一人の
篤い想い、そして、クラブの熱い想い、です。2770
地区は、未来に向けて発信していきます。

■－調和－
今、時代は、「DE and I」と言われています。し

かし、ここで重要なことは、ロータリーにとりDE 
and Iは、いま始まったことではない、ということ
です。

1933年の第24回国際大会での、ロータリー創設者
ポール・ハリスの演説では、「ロータリーは、あら
ゆる職業や地位、あらゆる国、あらゆる形式の宗教
の人たちに開かれています」、90年前に話されてい
ます。目覚ましいはやさで物事が進む、激動のこの
時代の中で、ロータリーは、多様性、公平さ、イン
クルージョン　を取り入れることを最優先に運営さ
れつつあります。ジェニファー・ジョーンズ会長は

「インクルージョンこそが、会員増強のカギとなる」
と強く表明しました。2770地区は、想像する未来に
向け、2400名のロータリアンのモチベ―ション向上、
そして、74のクラブの活性化の支援を最優先にイン
クルージョン（調和）を目指します。

■－DEIの爽やかな風を－
ロータリーの価値観に従い、DEI（多様性、公平さ、

インクルージョン）にいたる旅路において、組織と
して自分たちがどこにいるのかを正直かつ透明性を
もって見据えるとともに、これからも学び、向上し
続けていくことに全力を尽くします。

Ｄ　・・・・・　Diversity（多様性）
Ｅ　・・・・・　Equity（公平さ）
Ｉ　・・・・・　Inclusion（インクルージョン）
2770地区は、高潔性というロータリーの価値観に

従い、DEI（多様性、公平さ、インクルージョン）
を推進し、学び、向上し続けていくことに真摯に取
り組みます。

■想像から創造へ－具体的な行動
DEIの推進にむけ、ロータリアンのモチベ―ショ

ン向上、クラブの活性化、ロータリーを元気にする
活動へむけた支援のための行動計画。クラブの主人
公はロータリアン一人一人です。ロータリーの主役
はクラブです。クラブ活性化にむけ、会員増強維持
を推進します。



■DEI推進にむけて
DEIの推進には従来の組織の活動に加え、組織間

の横連携が必要になります。地区チームが有機的に
機能し、チーム内の情報共有を正確に、速く進める
ことを目的に、DEI推進委員会、専門委員会と、担
当別の体制でクラブの活動をサポートします。
●DEI推進委員会：地区管理運営部門、会員増強維

持門、公共イメージ部門、IT委員会
・管理運営部門を中心に、三部門、一委員会が連携

して進めることにより、DEIの推進を進めます。
●専門委員会：職業奉仕部門、社会奉仕部門、国際

奉仕部門、青少年、奉仕部門、ロータリー財団部
門、米山奨学部門

・専門委員会として目的が明確にあり、かつ、奉仕
を目的とした部門委員会及び財団から構成しイン
パクトの高い活動を目指します。

■クラブ活性化にむけて、地区からクラブへ
メンバー及びクラブが自立し、充実したロータ

リーライフとなるように、クラブと地区とのコミュ
ニケーションを大切にいたします。2770地区74のク
ラブごと、地域や構成メンバーの違いなど考慮しク
ラブの抱える課題、戦略計画の実行にむけての情報
共有、情報交換、サポートを実施します。DEI推進
委員会では、３部門１委員会の連携により、DEIの
推進、会員増強維持、クラブ活性化にむけての情報
交換、実行計画立案、調整と準備の実施に取り組み
ます。専門委員会では、精度が高くインパクトが強
い奉仕の実施に向け、情報共有、青少年、米山、財

団についてはプログラムの目的や促進についてのご
説明、事例のご案内、申請支援など、今まで経験が
ないクラブに対しても、お取組みができるように丁
寧にアドバイスをさせていただきます。また、クラ
ブとの連携強化のためにガバナー補佐との積極的な
連携強化を進めていきます。

■クラブ活性化にむけて、各クラブからの発信
2770地区の全てのクラブの皆様に積極的にロータ

リーの活動にかかわっていただく予定です。既にガ
バナー補佐を中心にご検討いただいておりますが、
それぞれのグループま毎で、ロータリークラブとし
て相応しいインパクトのある奉仕活動を地区大会ま
でに必ず実施いただき、地区大会でグループごとに
発表していただく予定です。具体的に実施いただき
たい奉仕内容は、7つの重点分野、エンドポリオ活
動などからクラブに相応しい奉仕活動を選び実施し
ていただきます。今年の地区大会は2770地区2500名
の一人一人のみなさまが主役です。皆様のサポート
をいただき2770地区らしい、地区大会にしたいと考
えます。

■最後に
2770地区はロータリーの主役である、あなたのク

ラブの活動をサポートいたします。一年間、クラブ
の活性化と皆様のモチベ―ションの向上に向かって
行きたいと思います。一年間、どうぞ、よろしくお
願い申し上げます。


