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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
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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 「奉仕の理想」
◆クラブソング斉唱 「クラブ賛歌」（2番）
◆ビジターゲスト紹介 会長　小林　賢弘
◆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

越谷ドリームス ベンチコーチ 古田　貴行 様
越谷ドリームス　選手 東越谷小学校6年 古田紗衣花 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 大内　一幸

◆米山記念奨学部門セミナー報告 
米山記念奨学委員会 守屋トミー

◆スマイル報告 社会奉仕委員会　田中　基章
◆出席報告 出席委員会　栗田　晴巳
◆閉会点鐘　 会長　小林　賢弘

皆様こんにちは。本日のゲスト　
越谷ドリームス　古田紗衣花選手は、
去年のクラブ35周年記念第20回高校
野球大会で始球式を務めていただき
ました。高速スプリットが思ったよ
り早く落ちてしまってショートバウンドしたことが悔
しくて練習のモチベーションになったというエピソー
ドもいただいています。

越谷ドリームスは埼玉県大会で悲願の初優勝を飾り、
石川県で開催された全国大会に埼玉県代表として出場
しました。１回戦はシードで、２回戦 山口県代表 光
ガールズを12対6の４回コールドゲームで下しました
が、続く３回戦 福岡県代表 FUKUOKAガールズに8
対0で敗れてしまいました。準決勝からCSでテレビ放
送があったので楽しみにしていましたが悔しい結果と

　　会長挨拶　　　　　　　　　 会長　　小林　賢弘

越谷ドリームス
ベンチコーチ 古田 貴行 様　選手 東越谷小学校6年 古田 紗衣花 様



なりました。しかしながら全国のレベルを肌で感じら
れたことは途轍もなく得難い経験だと思います。

紗衣花選手は来年中学生。中学からは女子も軟式と
硬式があるようで、彼女がこの先どの道を歩んで行く
のかお父さんの楽しみと心配は尽きないと思います。
私も小学５年生の娘をもつ親として、娘と共に全国を
戦う経験は羨ましい限りです。

また、今年も10月30日に第21回越谷市高校野球大会
の開会式がありますので、紗衣花選手 今年も是非始
球式をお願いします。ストレートでリベンジしてくだ
さい。

幹事報告をさせて頂きます。
今週末8/21㈰に大宮ソニックシ

ティにて国際奉仕・社会奉仕・職業
奉仕部門セミナーが開催されます。

8/22㈪にはインターアクト年次大
会がオンラインにて開催されます。年次大会には、越
谷東高校インターアクトクラブが参加いたします。

8/23㈫には越谷南RC主催の「越谷南ロータリーカッ
プ」（市内中学生サッカー大会）が開催されます。こ
ちらには小林会長と参加する予定です。

また、越谷ドリームスの全国大会出場の支援に対す
るお礼文が届いております。

続きまして、今年度の大口補助金については、当ク
ラブは既に公開プレゼンにおいて合格が決定しており
ますが、結果の詳細が判明したのでご報告いたします。

今回のプレゼンには８クラブが応募し、うち５クラ
ブが合格しました。海外のプロジェクトが３クラブ（浦
和北・浦和北東・蓮田）、国内のプロジェクトが２ク
ラブ（浦和中・越谷東）でした。詳細についてご興味
のある方は幹事までお知らせ下さい。

来週の例会は、会員増強・維持フォーラムが予定さ
れております。

最後に皆様にお願いがあります。例会の出欠連絡に
つきましては、水曜日の10時までにご協力下さいます
ようお願いいたします。

幹事報告は以上です。

　　幹事報告　　　　　　　　 　幹事　　北林　隆一

「啄木（きつつき）も  庵（いお）はやぶらず  夏木立（なつこだち）」
寺をつついて壊してしまうというきつつき。その鳥も、さすがにこの庵だけはつつかず、その
ままにしておいたのであろう。昔ながらの小さい庵が破れずに夏木立の中に残っている。

（出席委員会）

　　スマイル報告　　　 社会奉仕委員会  　田中　基章

今　　回 17,000円

157,000円累　　計

次の例会の案内

第1696回 8月25日

会員増強・維持フォーラム

例 会 風 景



横組み4～5P
ジェニファー・ジョーンズRI会長メッセージ

ロータリーの会員全員に共通する入会理由が「招
請（invitation）」されたからです。今度は私たち一
人一人が誰かを招請することができます。そして入
会した会員が、「自分は歓迎されている」と感じら
れて、居心地の良い場所にしなくてはならない。（抜
粋）

横組み8P
会員の増強、維持に必要なこと
「ロータリーの異業種交流の価値が分かれば誰も

退会しません」異業種交流の価値、私もこれに尽き
る気がしています。個人的にものすごく共感できる
一文でした。

横組み18～19P
ロータリー米山記念奨学事業の基礎知識

事業の始まりは1952年、海外、特にアジア諸国か
ら優秀な学生を日本に招き、奨学支援する「米山基
金」の構想にさかのぼります。1954年以降、海外か
らの招聘ではなく、在日留学生への支援に方針を変
えています。

縦組み9～12Ｐ
久居ロータリークラブ　山川富喜子さんの紹介

東京と三重の二重生活を30年以上も続けていると

てもパワフルなインテリアデザイナーです。バス
ケットボールをけがで諦め、会社の同僚から入学金
を借りてデザインスクールに通い、デザイナーと
なった後、親に頼まれて実家の会社にもどり、実家
の商売を継ぐことに。当時の年商3億円をその10倍
以上に成長させた。

仕事の傍ら８組の結婚式をプロデュース、20組の
仲人をした。さらにアクターズ養成所をつくり、現
在約90名の受講生がレッスンを受けている。今は会
長職に退きはしたがパワフルに活動されています。

「もう70歳だから、などネガティブな考えは捨てて、
幾つからでもいいから目標を持とう。それが大きけ
れば大きいほど人生を楽しめる」心に響きます。

70歳で映画作りの目標は現在構想段階とのこと。

縦組みP21　芸備線にカープ号走る
広島県庄原ロータリークラブ　利用者の減ったJR
芸備線の存続問題

まず芸備線の話題性を高め、市民の利用を促進す
るため「広島東洋カープにちなんだカープ号を走ら
せたらどうだろう」この発案からJR東日本と広島
カープの許可をもらうため会員は奔走し、380万円
の予算を集めるために広く市民を巻き込んで協賛金
や樽募金で資金を集め、メディアにも大々的に取り
上げられ、多くの人から歓迎を受けカープ号は運行
を開始することができた。壮大で素晴らしいプロ
ジェクトを成功させました。

ロータリーの友 ８月号の紹介

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

◆ロータリー財団とは　
正式名称は、「国際ロータリーのロータリー財団」

です。 非営利財団で、ロータリアンをはじめ、よ
り良い世界を築こうというビジョンを共有する財団
支援者の自発的な寄付のみによって支えられていま
す。 国際ロータリーの目的を推進するための単独
の信託機関として、全資産を維持、投資、管理、運
営しています。　
◆ロータリー財団の使命と運営・管理

ロータリアンが、世界で健康状態を改善し、教育
への支援を高め、貧困を救済することを通じて、世
界理解、親善、平和を達成できるようにすることで
す（手続要覧 125ページ）。
ロータリー財団管理委員会 

ロータリー財団の運営は、財団管理委員会の下で
行われますが、財団はRIに対する報告義務があり
ます。管理委員会の構成メンバ－は15名で、RI会
長が理事会の承認を得て管理委員を任命します。そ
の内４名はRIの元会長です。管理委員長は元RI会
長歴任者の中から選ぶれるのが慣例になっています。
管理委員の資格条件はロータリー財団細則で定めて
おり、任期は４年です。

ポリオ撲滅（22.4.3参照）などの人道奉仕を推進
しているロータリー財団は、近年国際ロータリーの
組織の中で、その比重が増しており、財団管理委員
長は各年度のロータリー財団の重点活動項目を、RI
会長と並行して毎年度別個に発表しています。財団
の各種の活動プログラムを利用する各クラブのロー
タリー財団委員会、国際奉仕委員会、及び社会奉仕
委員会はロータリー財団の基本的な活動指針に基づ
いたプログラムを企画し、実施することが望まれて
います。 
ロータリー財団の歴史 

  1917年、 ６人目の国際ロータリー会長 アーチク
ランフが「基金を作り、世界的規模で慈善・教育・
その他社会奉仕の分野で何か良い事をしよう」とア
トランタ国際大会で提案しました。この基金が発展
し、1928年 ロータリー財団と名づけられ、国際ロー
タリーから独立した別機関となりました。 

◆ロータリー財団のプログラム 
財団への寄付者は、直接的または間接的に、財団

プログラムから恩恵を受けてはならないと定められ
ており、奉仕の理想が最もよく実証されているとい
えます。「超我の奉仕」は、ロータリアンまたはそ
の親族以外の、奉仕を受けるにふさわしい人々への
人道的、教育的支援によって実行されるのです。財
団のプログラムには大別すると、教育的プログラム、
人道的補助プログラム、特別プログラムの三種類が
あります（手続要覧 127ページ）。 
◆地区補助金

＝DSG (District Simplified Grants) 地区および地
区内クラブの地域社会、あるいはロータリーの所在
しない外国における奉仕活動や人道的活動を支援す
ることを目的としています。
 ◆特別プログラム  
１）ポリオ・プラス

ロータリーは1979年にフィリピンで600万人の児
童にポリオ予防接種をするという５ヵ年のプロジェ
クトを開始しました。これは初の3-Hプロジェクト
で、補助金が授与されました。そして1980年代初め
には世界中の児童にポリオの予防接種をするという
プログラムを計画し、1985年にポリオ・プラス・プ
ログラムを設けたのです。「プラス」は当初、ポリ
オとともにはしか、ジフテリア、結核、百日咳、破
傷風の５つを加え、同時追放を目的としたため名づ
けられましたが、現在は世界的ポリオ撲滅運動がも
たらした遺産を指しています。プログラムの発足以
来、20億以上の子供たちが経口ポリオ・ワクチンを
接種してきました。

 
◆ロータリー財団への寄付の種類と考え方 
年次寄付

恒久基金PF
使途指定寄付
大口寄付者　
地区財団活動資金（DDF）と国際財団活動資金（WF）

ロータリー財団委員会　大内　一幸



米山記念奨学部門セミナー報告

場所はさいたま新都心駅から少し歩いたところに
あるMark Grand Hotel（旧ラフレ）。

久しぶりの会場でのセミナーだったようですが、
会場はほぼ満席状況でコロナがやや心配になるほど
の出席状況。

いつものようにガバナーのご挨拶、部門委員長の
挨拶の後、増進委員会という肩書で日本全体の寄付
の状況、2770地区の寄付の現状などが報告されまし
た。

これはきっとロータリーの永遠のテーマの一つで
ある「寄付」の解釈。この寄付という行為の在り方
を再度考えさせられる発表でした。寄付総額におい
て当地区が何位だとか、特別寄付者割合が何位だと
か。更に各クラブの寄付額が会場で配られた冊子の
中にすべて記載されていたり。このような金額の比
較を公にして順位をつける。また「目標寄付額」と
称してすべてのロータリアン、今年入会し、米山奨
学金とは、米山梅吉たる人物がどのような人物なの
か、そのようなロータリーアンの基礎知識すら学ぶ
前の人たちにも同様の金額の寄付をお願いする。こ
れを本当に「寄付」と言えるのか？いつも疑問に思っ
てしまうのは私だけでしょうか。

ただ、その活動、この奨学金のお陰で、本年度で
は2770地区だけで39名、現在までに総勢22,267名の
優秀な海外からの大学生が恩恵を受けて来たことは
事実であり、米山奨学金制度そのものは充分に存在
価値のある、日本のロータリークラブの営みの中で
も大変価値のある活動であることも事実です。

資金集め競争と将来の若者への投資という、ある
意味で慢性化した「矛盾」の狭間で活動を続けてい
るのが米山奨学金制度だと言えるかもしれません。
やはり、その存在意義の各会員への啓蒙が不可欠だ
と思います。

また勉強不足の部分も。この米山奨学生の一部が
日本に残り、活躍していることは知っていました。
我がクラブでも平野会員の会社で何人かの奨学生が
仕事に従事していることは多くの会員も皆様のご存
知だと思います。でも、本年度2770地区74クラブの
中で３名の会長が米山奨学生であったと聞き、これ
は少し驚かされました。米山奨学生がそこから頑張

りロータリアンとなっているだけではなく、クラブ
の会長職にまで付けるようになる。とても素晴らし
いことだと思います。

当日の基調講演は、よねやま親善大使　アドゥア
ヨム・アヘゴ・アクエテビさんの後援がありました。
トーゴ出身の彼は2560地区（新潟地区）で2014年～
2015年に新潟医療福祉大学学院生として奨学生とな
り、今は主に開発途上国での義手、義足のへの提供
プロジェクトを推し進めています。夢は自分の作っ
た義足をつけたパラリンピック選手を育てることだ
そうです。手や足を失った人たちに再び手足を戻し
てあげることで、自分の存在が迷惑と思っていた人
たちに再度「家族を養う自信」と笑顔を取り戻して
もらいたい。彼のその気持ちが良く伝わるいいス
ピーチでした。義足を初めて付け、再び歩く練習を
始めた人の笑顔が印象に残る動画も上映されました。

現在、ガーナの公立大学、ヘルス・アンド・アラ
イド・サイエンシズ大学で講師をしているそうです。

様々な矛盾、疑問を感じる米山奨学金寄付の在り
方ではありますが、私が過去15年近く関わってきた
青少年交換プログラム同様、ロータリーが行ってき
た「人に未来を与える」価値あるプロジェクトであ
ることは確かです。

より多くの方にこの制度、目的を理解していただ
き、理想的には半強制的な寄付徴収ではなく、ロー
タリアンひとりひとりにこのプロジェクトへの理解
を深める営みを通じ、ロータリアンひとりひとりが
自分の意志で、自ら進んでこの奨学金制度を応援す
る体制が作られることが理想だと心から思います。

ただ、理想は理想であり、実勢に行われているの
はノルマ化された集金作業になっていることも事実
です。大切なことは機会あるごとに米山奨学金、財
団への寄付について会員同士が率直な意見を交換し、
これらのプロジェクトがこれからも多くの若者を後
押しする力になるための我々の「寄付」に対する向
かい方を話し合っていければと思っています。

何はともあれ、これからも米山奨学生、また近い
うちに再開すると思われる交換留学生へのご支援と
ご理解を宜しくお願い申し上げ、今回の報告とさせ
ていただきます。

米山記念奨学委員会　守屋トミー



お め で と う

ビジターゲスト挨拶

越谷東ロータリークラブの皆様、こんにちは。
この度、越谷女子児童野球チーム「越谷ドリームス」は、埼玉県代表として、NPBガールズトーナメ

ント2022全国大会に出場することができました。
皆様からお気持ちこもった応援をお預かりし、精一杯野球に集中する環境を、選手に提供できたこと。

心より感謝申し上げます。
結果は、ベスト16との事でしたが、選手をとても誇らしく思っております。
今では、全国の女子学童野球の登竜門となったこの大会。越谷ドリームスも10年間で埼玉県大会３回の

準優勝と悔しい思いをしてきました。悲願であった全国大会出場。そして、他県代表との真剣勝負。心の
底から楽しめた事は、皆様の応援のおかげです。重ねて御礼申し上げます。

最近では、女子野球の環境も大きく変わりつつあります。越谷ドリームスの出身選手からプロ野球選手
が現れるかもしれません。引き続き、ご注目頂けますと幸いです。

本日は、結果報告の場を頂き、ありがとうございました。

たくさんの応援ありがとうございました。全国大会は、とても楽しかったです。
これからもがんばります。

越谷ドリームス ベンチコーチ　古田　貴行 様

越谷ドリームス 選手 東越谷小学校6年　古田 紗衣花 様


