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◆黙　祷	
◆開会点鐘	 会長　小林　賢弘
◆国歌斉唱	 「君が代」
◆ロータリーソング斉唱	 「我らの生業」
◆クラブソング斉唱	 「クラブ賛歌」（1番）
◆四つのテスト	 職業奉仕委員会　平林　照雅
◆結婚記念日・誕生日祝	 親睦友愛委員会
◆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	 社会奉仕委員会　田中　基章
◆近況報告	 米山記念奨学生 張　政	様	
◆未来フォーラム	〈基調卓話〉パスト会長 平野　武志

　パスト会長 浜野　隆浩
〈パネルディスカッション〉未来委員会 会田　皓章

◆スマイル報告	 社会奉仕委員会　隅田　　敏
◆出席報告	 出席委員会　粟屋　裕二
◆閉会点鐘　 会長　小林　賢弘

皆様こんにちは。今日はこの後、会田委員長率いる
未来委員会による全く新しい形の未来フォーラムが開
催されます。36年目を迎えた越谷東ロータリークラブ
の更なる発展のために、私からも今までになかった新
しい形でいくつか問題提起をしようと思います。

会長になる前はほとんど目を通すことの無かったク
ラブ定款と細則をかなりの頻度で読む機会が増えまし
た。会長としての発言を定款・細則に照らし合わせる
ためです。定款・細則には全く記載がないからこう言っ
ても大丈夫だとか、細則の何条にこうあるからこう言
わなければいけないという感じです。気を付けてはい
ても、うっかり見落してしまう事があります。実を言
うと既に２回やらかしています。

１つ目は、細則第３条理事及び役員の選挙　第１節
候補者の指名　ａ項には「年次総会の２ヶ月前の例会
において現会長は、現会長および直近４代の会長で構
成される指名委員会の開催を通告する」とありますが、
私はこれに気付かず、開催の通告を例会でせずに直近
４代の会長に直接ご案内してしまいました。

２つ目は、細則第14条例会の順序では開会点鐘から
閉会点鐘までの順序が細かく決められていましたが、
プロレス応援月間最後の例会と福田市長来訪の例会で、
進行の繋がりを良くしようと思った私は会長挨拶の順
序を変更してしまいました。どちらも明らかに細則に
違反していますので、この場を借りてお詫びします。

　　会長挨拶　　　　　　　　　 会長　　小林　賢弘

米山記念奨学生 張　政	様



でも例会の順序については細則の変更を検討させてく
ださい。

また、これらとは逆に定款と細則に何の定めも無い
のにまことしやかに決まりとしてずっと行われている
事がいくつか存在します。私が今まで疑問を感じてい
た事、どうしても納得のいかない事、絶対に無くした
いと思う事を５つの項目にまとめました。私から「こ
れ、そろそろやめませんか？」と会員の皆さんに問い
かけたいと思います。

 
①役職は秘密・・・

細則第３条第１節ｂ項には「年次総会の１か月前の
例会において現会長は、会長エレクトに対して次年度
副会長・幹事・会計・会場監督及び他の９名の理事候
補者の指名を要請する。会長エレクトは、各役職ごと
に候補者を指名し、年次総会１週間前の例会において
その氏名を発表する」とあります。つまり年次総会の
１か月前の例会、これは通年高校野球大会の開会式の
日になり、この日に私が指名委員会で指名された会長
ノミニー候補者の氏名を発表して、佐久間会長エレク
トに佐久間年度の理事・役員の指名をしてねと要請す
る訳です。私に言われた佐久間エレクトは、理事候補
者を指名して、年次総会１週間前の例会で役職の入っ
てない名前だけの紙を配って発表する訳です。翌週の
年次総会では役職の入った紙を再度配るのですから、
私はずっと紙の無駄遣いでしかないと思っていました。
何故年次総会１週間前の例会で発表できるのは氏名だ
けなのか理由は不明です。

これ、そろそろやめませんか？
 
②10分の寸劇　第1回被選理事会

細則第３条第２節選挙方法には「指名委員会及び会
長エレクトより指名を受けた候補者は、定足数を満た
す会員が出席した年次総会において各役職毎に出席会
員の口頭による採決に付せられ、その過半数の賛成が
得られた候補者をもって当選者とする」とあります。
年次総会の口頭採決で当選した理事・役員は、例会場
から退出し、別室に集まって第１回被選理事会が開か
れるのですが、私には意味不明の茶番にしか見えませ
んでした。

細則には、年次総会中に第１回被選理事会を開催す
る事も、当選した理事・役員は被選理事会の承認が必
要との記載は何処にも無いので、私は去年の年次総会
でこれをやめてみました。例会時間の短縮に貢献でき
たと思いますが・・・

これ、そろそろやめませんか？
 
③見ざる聞かざる言わざる（当選するまでは）

何年か前の年次総会の１か月前の例会で、会長ノミ

ニー候補者が指名された挨拶をした時に「年次総会で
当選するまでは候補でしかないのだから挨拶はしちゃ
だめだ」という声が上がりました。

細則上候補者なのは当たり前ですが、会長としてで
はなく会長候補者として挨拶をしてはいけないとは全
く意味不明です。指名されたからには腹をくくって会
長を引き受ける決意をクラブのためにしてくれた人の
やる気を削ぐような発言に正直腹が立ちました。

これは私自身も経験しました。この事があったので、
年次総会１か月前の例会では、会長ノミニー候補者と
断った上で挨拶してやろうかとも思いましたが、波風
を立てずお辞儀だけにしました。その後たまたま年次
総会前にクラブで夜間の集まりがあり、この席で話を
する出番があったので念には念を入れて「今度の年次
総会で万に一つも当選してしまったならば」と前置き
をした上で、私に会長の順番が回ってきた経緯のエピ
ソードをお話ししたところ、「年次総会で決まるまで
は仮の話でもするべきじゃない」とか「会長は指名委
員会で決めるのだからそんな裏話はしちゃいけない」
など、何人かの方から真面目な顔で注意されました。
クラブの仲間しかいない席での事です。確かにおっ
しゃることは習慣やしきたりとして守られてきたこと
かもしれませんが、会長を引き受ける決心と覚悟をし
て、１年間どうやって仕事と両立させるかを真剣に考
えていた私はこの時、必要なものは残すとしても、ほ
とんど意味の無い人を嫌な気分にさせるだけの習慣や
しきたりのようなものを会長年度内に根こそぎ排除し
てやる！と心に誓いました。

細則はクラブの基本的なルールで法律でもあります。
しかし法律も様々な角度から拡大解釈されて判例が上
書きされていきます。今お話しした例も、年次総会で
は会長ノミニー候補者が１人しかいない賛否だけの選
挙をする訳です。細則には選挙運動を禁止するような
記載は一切ありません。したがって会長ノミニー候補
者が年次総会までの間に、自分が会長になったらこん
な事をしてみたいなどの決意やアピールは自分という
人間を会員に理解してもらうために、会員全員に賛同
してもらい満場一致で当選するために、むしろ積極的
に行うべきではないかと思います。こんな拡大解釈も
ありだと思うのです。会長ノミニー候補者が当選する
までは何も言えない不自由なしきたり。

これ、そろそろやめませんか？
 
今日はこの後の未来フォーラムにたっぷり時間を確

保したいので、④口外法度・門外不出　理事会の掟と
⑤治外法権（パスト会長は序列がお好き）については
来週お話ししたいと思います。本日の会長の提案は以
上です。ありがとうございました。



未来フォーラム

基調卓話

会田委員長の方針、抱負として「温故知新」を未
来委員会基本方針として行動していくと言われてお
ります。

未来の花咲く種は過去にある。古きを訪ねて新し
きを知る。何ごとにおいても未来に花咲かすには、
以前学んだことや昔の事柄を今また調べなおして新
たに新しい道理や知識を探し当てる。今日の未来
フォーラムでは過去の話を私がして下さいというこ
とで昔話をさせていただきます。

創立は越谷ロータリークラブより移籍11名を含ん
だ総勢42名でスタート致しました。現在チャーター
メンバーで残っているのは６名です。移籍の11名以
外はロータリー活動全くの知らない方ばかりでした。
私も埼玉信用金庫の吉田支店長の紹介で入会した一
人でありましたが、最初のころは何だろうこれは宗
教団体か? 〽奉仕の理想に集いし友よ、〽手に手つ
ないで と大の大人の男同士手を取り合い歌を歌っ
たり。Iサーブ、Weサーブ何を言っているの？何も
わからず入会しておりました。

初年度私は会報委員でした。持ち回り担当を決め
外部卓話のお話などは演題のテーブルに録画機を置
いて録画した話の内容を文書化して会報を作ったも
ので大変でした。

また、個人的には越谷東RC創立と同じ年に私の
会社が中国に工場進出したもので３か月位は海外に
行って日本を留守にするものですからロータリー出
席どころではありません。

今は出席についてあまりうるさくは言いませんが
このころ出席はロータリーアンの義務の一つとうる
さく言っていたものです。

ある時幹事から「平野さん出席規定を知っていま
すか？４回連続で休むと強制退会ですよ」と言われ、
そうですか。では退会させて下さい。いゃ～退会し
ろと言っているのではないんだよ、もう少し出席し
て下さいと言っているだけだよと幹事さんなどに困
らせる不良会員だったものです。

ある年度に委員長を仰せつかり皆さんに協力いた
だき、協力いただいたからにはお返しをしなければ
申し訳ないとロータリー活動に目覚め積極参加する
ようになりました。

初代中島会長クラブテーマは「親睦から奉仕へ」
でした。会員同士の親睦なくして奉仕はできない、
知らない同志がお互いを知り、気持ちを同じくして
初めて奉仕活動ができると意味でのテーマでした。
今も同じと思いますが、クラブ発展の一つは「親睦」

「出席」そして有意義な奉仕活動からでしょう。ま
ずは未来のクラブ発展の課題であり基本かと思いま
す。しかし、それを達成させるためには会員個人の
努力と協力が必要であります。越谷東RC会員数を
減らすことなく続けてこれたことは、多くの良いと
こがあると思いますが、当クラブは会員同士お互い
の理解と協力とができる人が多く集まっている。こ
れも会員数を減らさない一つになっているのではな
いでしょうか。

パスト会長　平野　武志

【奥の細道　芭蕉】
夏草や 兵どもが夢の跡
平泉衣川館にて義経・弁慶散る。
人気のないところに、今はただ夏草だけが生い茂
るばかりだが、ここは、かつて義経主従や藤原一
族の者たちが功名・栄華を夢見た
ところである。知るや知らずやこ
の夏草を眺めていると、すべてが
一炊の夢と消えた哀れさに心が誘
われる。　　　　　（出席委員会）

　　スマイル報告　　　 社会奉仕委員会  　隅田　　敏

今　　回 30,500円

328,500円累　　計

次の例会の案内

第1703回 10月13日

ロータリーの友紹介
職業紹介卓話



基調卓話

入会
私が入会したのは2002年１月10日です。40歳に

なった年でありました。今年度で21年目になります。
入会年度は15周年で青木さんが会長で原さんが幹事
でありました。入会当初は、中島初代会長も健在で
元気でありました。

最初のころは例会場に入る時は緊張していました。
でも、皆さん優しく接してくれたので緊張しながら
も例会に出席していました。私にとって、東クラブ
は子供のころから面識がある方がたくさんいらっ
しゃいました、入会当初からズブズブであったかと
思います。入会した年の５月に越谷コミニティセン
ターで15周年記念式典が盛大に開催されました。ま
だ入会当初ということもあり緊張していたことを思
い出します。
高校野球大会

入会した年の11月９日に第１回越谷市高校野球大
会が開催されました。この時の会長は鈴木裕万さん
で幹事は北林さんでした。

青少年育成の一環として、越谷から再び甲子園へ
と願いを込めた大会であります。参加校は８校でま
だ越谷西校が1995年の夏の甲子園大会に出場した余
韻がまだ残っていて本気で甲子園に出てほしいと
思っていました。今でも諦めた訳ではありませんが
道のりは険しいと思います。
ガバナー補佐

東クラブからのガバナー補佐は株竹さんで５人目
であります。初のガバナー補佐は大沢さんでありま
した。2004年～2005年度であります。今年の２月に
亡くなられた、島根さんが会長で栗田さんが幹事の
年でありました。ガバナー補佐幹事は平林さんであ
りました。当時はグループの範囲が広く蓮田や岩槻
も越谷と同じグループでした。クラブ数が多かった
ため中々ガバナー補佐の順番が回ってきませんでし
た。この年度のガバナーは浦和東クラブの北清治さ
んであります。
社会奉仕委員長

2016～2017年は大野会長と小林幹事で私が社会奉
仕委員長でありました。地区補助金を利用して越谷
市障害者就労訓練施設しらこばとに通う障害者の方

を対象に就労支援事業を越谷青年会議所と共同で実
施しました。佐久間君が青年会議所の会員と親しい
人がいて青年会議所と共同で事業をやらないかと提
案があって実施しました。青年会議所との共同事業
は始めてでしたが幾つかの偶然が重なり実施するこ
とができました。障害者就労訓練施設しらこばとが
偶然に家の田んぼの近くにありました。障害者の方
に田植えから稲を育てて収穫して米を米粉にしてお
菓子作りを体験していただきました。もちろん我々
ロータリアンも青年会議所の会員も一緒に田植えや
稲刈りを体験しました。この事業により越谷青年会
議所は創立以来始めて日本青年会議所会頭賞を受賞
しました。因みに、この時の青年会議所の障害者就
労支援事業の担当副理事長は東クラブの出口君であ
りました。青年会議所は身銭を切って奉仕活動をす
ることはありません。ロータリークラブには、地区
補助金とスマイルがあります。これからも青年会議
所との合同の社会奉仕活動も模索してはいかがかな
と思います。会員増強にも繋がります。
交換留学生

東クラブは、1994年から2017年までに16名の青少
年交換留学生を受け入れております。この交換留学
制度は１年間のプログラムであります。受け入れ派
遣共にホストクラブの会員がホストファミリーを務
めております。ホストファミリーは４，５軒で受け
持ちます。これまでに10か国の留学生を受け入れて
おります。交換留学制度でありますから日本からも
様々な国に派遣されております。留学を終了して何
年か後に立派に成長した姿を見せてくれる留学生も
います。ロータリーならではの親善大使を育てる素
晴らしいプログラムであります。近年はコロナ過と
いうことで交換留学生のプログラムは実施されてお
りませんが、次年度は田中君のご子息が留学するこ
とになっております。クラブを挙げて支援したいと
考えております。
米山就学生

ロータリークラブには公益財団法人米山記念奨学
会あります。日本の大学あるいは大学院に留学して
いる学生に奨学金を支給し支援をする制度でありま
す。１年及び２年のプログラムがあります。世話ク

未来フォーラム



ラブのロータリーアンがカウンセラーとなり受け入
れております。今年度は張政さんを世話クラブとし
て守屋さんがカウンセラーとなり支援しております。
東クラブでは1989年から2023年までに15名の米山奨
学生を支援してきました。支援してきた学生の国籍
は９か国で在籍していた大学の数は７校になります。
国際大会

私が会長の年度の2019年の６月に阿部さんと時の
幹事の佐久間君とハンブルグ国際大会に行ってまい
りました。羽田からハンブルグまで直行便がないた
め、フランクフルト経由でハンブルグに入りました。
大会の式場には世界から集まったロータリーアンた
ちでごった返しておりました。ターバンを巻いてい
る人やお揃いの民族衣装を着た人たちが団体で来て
います。皆さんフレンドリーで直ぐ友達になれます。
佐久間君は面白いんですね、他国のロータリーアン
が団体で記念撮影しているところに勝手に混ざって
写真に写っていました。ハンブルグ国際大会の式典
ではバリーラシーンRI会長が母国のバハマの国旗
を持ち夫人がドイツの国旗を持って入場してきた
シーンが印象に残っております。それと、交換留学
生が自国の国旗を持って入場してくる姿も感動的で
した。行きはフランクフルト経由ですんなりと行け
たんですが、帰りが雷でハンブルグから飛行機がな
かなか飛ばず、フランクフルトから乗るはずだった
飛行機が飛んでいってしまい乗り遅れて８時間フラ
ンクフルト空港に待機していました。旅は道ずれ世
は情けと言いますが道ずれはいるんですね。最初は
８時間も待機かとがっかりしていましたが初対面で
したが2570地区の朝霞ロータリークラブの会長の栗
原さんとラウンジでロータリー談義をして８時間飲
みっきりでした。あっという間に８時間が過ぎてし
まい退屈することはありませんでした。今でも佐久
間君との忘れられない楽しい旅の思い出になってい
ます。ガバナーエレクトが主催するガバナーナイト
や観光もできます。国際大会は行けない国にいける
んですね。国際大会でなければドイツには生涯、行
かなかったとおもいます。国際大会に機会があれば
是非行ってみてください、ロータリー感が変わると
思います。

パスト会長　浜野　隆浩

幹事報告をさせて頂きます。
先ほど午前中に第４回理事会が開催され、11月のプ

ログラムが承認されました。また、例会場の音響設備
の一部更新が承認されました。

11月のプログラムですが、11月は高校野球大会、第
８グループ合同事業、地区大会と当クラブの参加行事
が多く、例会場での例会が11/10だけとなります。都
度ご案内及びご説明の機会を設けますが、皆様のスケ
ジュール確保のため取り急ぎご案内いたします。

11/5　㈯　第８グループ合同事業に伴う合同例会
　　　　　（越谷コミュニティセンター）※1707回例会
11/6　㈰　高校野球大会閉会式
11/10㈭　通常例会（例会場）※1708回例会
11/13㈰　地区大会（さいたま市文化センター）
　　　　　※1709回例会
11/17㈭　振替休会
11/24㈭　夜間例会※1710回例会
カフェ・ラ・ホヌ主催の「LAST FARST」コンサー

ト（10/22）について、更に観覧ご希望者がいれば大野
祐肇会員から追加チケットの提供があるとのことです。

大宮ロータリークラブより「チャリティークラッ
シックカーラリー」（10/23）のご案内がありました。

来週の例会は、ロータリーの友の紹介、職業紹介卓
話が予定されております。皆様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

◆社会奉仕委員会	 田中　基章
地区大口補助金　贈呈式報告

こんにちは。社会奉仕委員会田中です。
今回、地区大口補助金申請させていただき会員の皆

さまのご協力の下、採択された支援は、『知的障害・
発達障害児童、生徒に対する放課後等デイサービス』
の施設『Kidsドロップ』さんへ85インチ大型モニター・
パソコン・その他周辺機器の寄贈でした。

先日、９月26日に行われた贈呈式では、小林会長、
北林幹事、佐久間エレクト、田中で参加させていただ
き、贈呈式企画を施設職員様、児童、生徒がおこなっ
てくれて心温まる贈呈式となりました。

職員のお話によると児童、生徒は大型モニター設置
を大変楽しみにしていて、今か今かと職員の方々に聞
いていたそうです。大型モニター設置後は、映像とと
もにダンスをしたり、映像を活用した学習を楽しんで
やっていて寄贈に対し大変感謝していると仰っていた
だきました。

施設関係者の皆さま、児童、生徒達からこんなに喜
んでいただき今回、支援できたことに私自身も大変嬉
しく思います。これも会員の皆さまの善意、ご協力を
いただいたからこそです。会員の皆さまありがとうご
ざいました。改めて御礼申し上げます。

来春には、会員の皆さまとバスツアーなどのボラン
ティア企画も考えておりますので引き続きご支援ご協
力をお願いいたします。



近況報告

皆様、こんにちは。米山記念奨学生の張政でござ
います。最近は一気に寒くなっておりますが、皆様
は元気にお過ごしていますか。

一言で私の近況報告をまとめると、「忙しい」で
ございます！（笑）

皆様もご存知だと思いますが、私は来年の４月か
ら品川にあるITコンサル外資系企業で働くことに
なります！ワクワクしながらも、ITについて何も
知らない今の私だときっと最初痛い目に遭うに違い
ません。やや高い給料をもらっているなら、早めに
業務内容に慣れる必要があると思いました。した
がって、今の私にできるのは、ITに関する勉強を
することです。また、新社会人の生活に向けてさま
ざまな準備をしなければなりません。引っ越しやス
キルアップなど、今後のライフスタイルに合わせて
いろいろ計画し始めています！どれもかなりの資金

が必要であるため、今はアルバイト三つ掛け持ちし
ながら勉強を進めております。

実は、社会人一年目として、「お金」の仕組みに
ついて理解しおいた方が損しないと考え、最近投資
信託や税金システムなども触れ始めています。口座
を申し込んで積立NISAを始めようとしています。
が、金融の世界はITと同じく複雑であり、毎日脳
みそがただただ死んでいく一方です！！経験のある方
に教えていただきたいですが、周りにはなかなか見
つからないところです。何かアドバイスをいただけ
たらすごく助かります！

結論から言わせていただくと、とにかく頑張って
生きていますよ！

以上、「忙しい」張政でした。

米山記念奨学生　張　政	様

お め で と う

10月

〈Zoom参加または欠席会員〉村木龍男会員

岡崎愛子会員株竹眞次会員
石渡　毅会員 大野祐肇会員

秋山　坦会員田中基章会員 竹内達也会員 中村　猛会員
大野豊次会員

平林照雅会員
（小林賢弘会長）

誕生日誕生日 結婚結婚
記念日記念日

〈Zoom参加または欠席会員〉
阿部朋博会員・清村忠雄会員・野寄新吾会員

地区大口補助金 地区大口補助金 『Kidsドロップ』さんへ贈呈式風景『Kidsドロップ』さんへ贈呈式風景


