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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
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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
◆委員会報告	 会場運営委員会　守屋トミー
◆ロータリーの友紹介	

オリエンテーション・教育委員会 加藤　盛也
◆フレンズ活動報告	 フレンズ	代表 松岡　豪	様

フレンズ	2010～2011年	青少年交換留学生
中山　貴美子	様

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

勝手にプロレス応援挨拶は今日が
第３回最終回となります。過去２回、
10歳でプロレスラーを目指してから
17歳の時新日本プロレス道場で断念
するまでをお話ししてきました。そ
して勝手にプロレス応援月間は来週９月15日に現役プ
ロレスラー田村和宏さんをお迎えして幕を下ろします。
最終回の今日はプロレスの見方についてお話ししたい
と思います。
昭和39年生まれの私の世代は、プロレスを観て楽し
むと同時に世間のプロレスを軽蔑する上から目線との
戦いが存在しました。筋書きのあるショーや真剣勝負
ではない八百長といった偏見です。
勝ちか負けか、真剣勝負か八百長か、スポーツは上
で見世物は下、真剣勝負は偉くて八百長は詐欺といっ
たような、シロかクロかという二元論的にしか物を見
ない世間に対して、プロレスは存在自体がファジーで
虚実が入り混じったグレーなジャンルです。固定観念
を捨てて複眼的に、自己の価値観に基づいて真面目に
見れば見るほどプロレスは奥深くて面白いものです。
　（中略） 

　　会長挨拶　　　　　　　　　 会長　　小林　賢弘

フレンズ	代表
松岡　豪	様

（リモートにて）

フレンズ
2010～2011年	青少年交換留学生

中山　貴美子	様



6ｍ50㎝四方のリングに立つことができる人間は道
場での地獄のトレーニングを耐え抜き、相手の技を全
て受けきる鋼の肉体を作り上げることのできたほんの
一握りの人間です。練習中のケガで諦めた人、練習が
きつくて逃げ出した人、私のようにレスラーの迫力に
ビビって入門する前に諦めた人など数えきれない脱落
者がいる中を生き残った選ばれた人間なのです。私に
はプロレスラーに対してリスペクトの感情しかありま
せん。
世代闘争や軍団闘争などファンが喜びそうな筋書き
を作り、言葉ではなく生身の肉体をぶつけ合いながら、
観客の反応を繊細に感じ取り、盛り上がる方向に試合
を組み立てていく頭脳とセンスも求められます。プロ
レスを感じ、想像して持論を持つことは秘めやかな快
感でもあります。プロレスは八百長という固定観念で
食わず嫌いになっている会員の方も多いと思います。
他のスポーツなどと比較することは無意味でナンセン
スです。来週田村さんとの出会いをきっかけに是非プ
ロレスというジャンルに触れてみてください。面白
かったらそこにある筋書きを追ってみてください。そ
して想像してみてください。自論を展開してください。
そこには密やかな悦びが存在します。
以上で勝手にプロレス応援挨拶第３回「プロレスに
ついて考えることは悦びである」篇を終了します。
いよいよ来週お迎えする田村さんは160㎝程の身長
で、藤波辰爾という超一流や鈴木みのる、永田裕二ら
一流レスラーとも対戦している、角界でいえば舞の海
関のようなレスラーです。１人でも多くの皆さんの出
席をお待ちしています。

幹事報告をさせて頂きます。
第2770地区事務所より、8/3に発
生した「青森県大雨災害義援金ご協
力のお願い」が届いております。会
員一人当たり500円以上の協力依頼
となっており、理事会で審議し今回は500円×56名＝
28,000円を協力することといたしました。また、財源
は、スマイル特別会計より支出いたしたいと思います
のでご報告いたします。
また、同じく地区事務所より、「新型コロナウイル
スの新規感染者拡大についての注意３」が届いており
ます。今回の通知では、５人以上の会食、懇親会の禁
止が解除される内容となっております。
来週の例会は、プロレスリング・HEAT-UP代表の
田村様の卓話を予定しております。小林会長と守屋会
員の肝いり企画となっております。貴重な話が聞ける
チャンスですのでお楽しみにして下さい。
幹事報告は以上です。

　　幹事報告　　　　　　　　 　幹事　　北林　隆一

　　委員会報告

◆会場運営委員会	 守屋トミー
今年度ドアの当番表が出来上がりました。22年度は
例会場での例会が今後少ないため、殆どは委員会メン
バーで行います。23年度にはいりましたら、会員の皆
様のご協力をいただきたく、宜しくお願い申し上げま
す。

【芭蕉　奥の細道】

笈（おい）も太刀も五月に飾れ紙幟（かみのぼり）
（折しも端午の節句の季節、寺宝に義経の太刀と弁慶の笈を持つこの寺で
はこれを紙幟とともに飾るがよい、武勇で聞えた二人の遺品は、男児の
将来を祝う端午の節句にこの上もなくふさわしかろう。）佐藤庄司が旧跡
にて（源平合戦で義経の下で活躍した豪族）　　　　　　　（出席委員会）

　　スマイル報告　　　 社会奉仕委員会  　飯島　　昇

今　　回 21,500円

226,000円累　　計

次の例会の案内

第1699回 9月15日

外部卓話
プロレスリング・HEAT-UP 田村和宏社長 



令和4年 ⽇付 担当⽒名

9⽉ 9⽉1⽇ 守屋 トミー

9⽉8⽇ 守屋 トミー

9⽉15⽇ 永島 つる⼦

9⽉22⽇ 橋本 政⾏

9⽉29⽇

10⽉ 10⽉6⽇ 原 美光

10⽉13⽇ 平林 照雅

10⽉20⽇ 齋藤

10⽉23⽇

10⽉27⽇

10⽉30⽇

11⽉ 11⽉3⽇

11⽉5⽇

11⽉10⽇ 南 千加江

11⽉12⽇

11⽉13⽇

11⽉17⽇

11⽉24⽇

12⽉ 12⽉1⽇ 守屋 トミー

12⽉8⽇ 村⽊ ⿓男

12⽉15⽇ 守屋 トミー

12⽉22⽇

12⽉29⽇

備考

越⾕市⺠祭り

休会 越⾕市⺠まつり振替

第2１回越⾕市⾼校野球⼤会

休会 

クリスマス例会 （ギャザホール）

年末休会

２０２２年度 ドア当番表

地区⼤会 （浦和ロイヤルパインズ）

地区⼤会 （川⼝リリア）

休会 （地区⼤会振替）

夜間例会 

夜間例会

第８グループ合同例会 （サンシティ⼩ホール）

令和５年 ⽇付 担当⽒名 備考

1⽉ 1⽉5⽇ 守屋 トミー

1⽉12⽇ 職場⾒学予定

1⽉19⽇ 会⽥ 皓章

1⽉26⽇ IM振替 休会

1⽉28⽇ 第８グループIM・合同新年会（ギャザ）

2⽉ 2⽉2⽇ ⻘⽊ 伸翁

2⽉9⽇ ⻘柳 聡

2⽉16⽇ 阿部 朋博

2⽉23⽇ 祝⽇ 休会

3⽉ 3⽉2⽇ 栗屋 裕⼆

3⽉9⽇ 飯島 昇

3⽉16⽇ IMゴルフ 休会 

3⽉23⽇ 越⾕南RC 夜間合同例会

3⽉30⽇ 飯⼭ 勝司

4⽉ 4⽉6⽇ ⽯渡 久幸

4⽉9⽇ 親睦旅⾏/職場⾒学

4⽉13⽇ 休会

4⽉20⽇ 榎本 裕希

4⽉27⽇ ⼤内 ⼀幸

5⽉ 5⽉4⽇ 休会

5⽉11⽇ 守屋 トミー 創⽴記念例会

5⽉18⽇ 梶原 直樹

5⽉25⽇ 栗⽥ 晴⺒

６⽉ 6⽉1⽇ 斎藤 敦

6⽉8⽇ ⼩暮 進勇

6⽉15⽇ ⼩林 充

6⽉22⽇ 鈴⽊ ⼀朗

6⽉29⽇ 最終例会 ⼭の上ホテル（千代⽥区）

２０２３年度 ドア当番表



みなさんこんにちは。今月のロータリーの友紹介
を始めて担当いたします。不慣れな点があるかと思
いますがご容赦ください。
冒頭にカミングアウトいたします。時間に余裕が
出来たら読もうと考えて、入会してからすべての冊
子は保存していますが、じっくりとロータリーの友
を読んだことがありませんでした。今回担当するに
あたり、皆さんに有益な情報を伝えるために初めて
読み込んで気付いたことは、ロータリーの友は大変
面白いということです。９月は基本教育と識字率向
上月間、ロータリーの友月間ということもあってか、
大変充実した誌面となっています。みなさんも是非
手に取って読んでみてください。
横組み7～19Ｐ
「ロータリーの友」創刊70周年特別企画バックナン
バーでたどる「友」70年
来年１月で創刊70周年を迎えるロータリーの友で
すが、創刊のきっかけは1952年４月大阪の地区大会
において、翌年度から日本が二つに分割されること
が決まり、連絡を密にしようと共通の機関誌の創刊
が企画されました。決定事項の一つに定価50円とす
るが、広告を取って100円の内容のある雑誌とする
とあります。現在の貨幣価値に換算すると2,000円
位でしょうか。かなり高価な雑誌です。年代ごとの
一部の記事となっていますが、それでも大変興味深
い記事が沢山あります。更に朗報ですが、18～19P
に電子版アーカイブスで創刊号から直近までのロー
タリーの友の全ページが閲覧することができます。
半年毎に変わるＩＤとパスワードが必要になります
ので、後ほどクラブグループLINEに発信しますの
で是非アクセスしてみてください。
横組み20～23P
ロータリー希望の風奨学金
私は知らなかったのですが、2011年３月11日発生
した東日本大震災によって両親もしくはひとり親を
亡くされた被災遺児で大学や専門学校に入学し学ぶ
者を対象とし、入学から卒業まで毎月５万円を支給
する奨学制度です。昨年度の奨学生は168人、プロ
グラム開始以来の総数は541人となっています。開

始時の基金と昨年度までの支援金総額は10億6,672
万円となっており、今までの支給額を差し引くと残
高が2億5,600万円となり、最短事業期終了時期の11
年後までに必要な推定資金6億2,090万円を確保する
ためには、毎年約4,000万円の支援金が必要となり
ます。そこで地区別支援実績一覧を見ていただけま
すでしょうか。2770地区の累計支援額は何と
1,100,000円であり、昨年度は全く支援していません。
最も支援している地区とは比較しようもない現状で
す。これは、当地区として何か明確な考えを持って
の結果なのでしょうか。個人的には、地区の年間予
算から支援金を計上してもらいたいと思います。
横組み24～33Ｐ
一盌からピースフルネスを
裏千家前家元の京都RC会員千玄室氏の記事と
なっています。2011年７月にハワイにあるアリゾナ
記念館で平和記念献茶式に参加した記事から始まっ
ています。これは太平洋戦争開戦時に日本軍が真珠
湾攻撃を敢行した際に犠牲になった戦艦アリゾナの
乗組員を慰霊する儀式です。
千氏は、戦時中海軍航空隊のパイロットとなり戦
争末期には特別攻撃隊に配属されましたが、出撃す
る前に終戦を迎えたという体験をされています。自
身の体験から平和に対する強い想いを持たれ行動に
移しているようです。今年４月に99歳を迎えても会
長エレクとセミナーで講師を務め、ロシアのウクラ
イナ侵攻の現実を目の当たりにして、困難な時期に
ロータリーは何ができるのか何をすべきなのかを考
えていることを語っています。多くの活動を実践し
てきた原動力が、29Pに書かれている「私は仲間や
生きるべき人たちの時間を受け継いだよう…彼らは、
自分の命を私に託したのだと思っています。彼らの
ためにも、私は忍耐強く、よく生き、長生きして、
自分の運命を全うしなければならなないのです」と
いう言葉に込められていると感じました。因みに長
生きの秘訣としてお酒もたばこもやらないそうです。
ロータリーには、大変尊敬できる先輩がいることを
改めて知ることができました。

ロータリーの友 ９月号の紹介

オリエンテーション・教育委員会
加藤　盛也


