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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　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
◆結婚記念日・誕生日祝	親睦友愛委員会　宮本　正行
◆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	 公共イメージ委員会　鈴木二之将

国際奉仕委員会　宮下　智之
親睦友愛委員会　宮本　正行

◆クラブ年次総会
　※現年度の収入及び支出を含む中間報告

会計　小暮　進勇
　※前年度の決算報告・監査報告

前年度会計　青木伸翁／前年度会計監査　秋山　坦
　※次々年度の会長選挙	 会長　小林　賢弘
　※次年度役員及び理事の選挙

会長エレクト　佐久間　誠
◆スマイル報告	 社会奉仕委員会　鈴木　一朗
◆出席報告	 出席委員会　粟屋　裕二
◆閉会点鐘　 会長　小林　賢弘

会長という立場となると多種多様
な意見を頂戴します。全てを伺った
上で私なりの思うところをお話しす
るようにしてきましたが、何人かの
メンバーから「プロレスの頃はとて
も楽しかった。最近はロータリーの
堅い話ばかりでつまらないからもっと面白い話が聞き
たい」とリクエストをいただきました。私も本来楽し
い方が好きなので、堅いロータリーの話とクラブへの
提案は今日で最後にしようと思います。

物心がついた頃から理由もなく他人と同じというの
が嫌だった私は、変わり者・ひねくれ者として有名で、
随分と両親の手を焼かせた子供でした。ヒーローが好
きになれず悪役ばかり応援していました。ウルトラマ
ン・ウルトラセブンよりゼットン・キングジョーが好
きでキカイダーよりハカイダーという感じです。小学
校に上がる時も皆と同じ黒いランドセルが嫌で、当時
は珍しかった紺色のランドセルが欲しくて親を困らせ
たようです。校則などのルールを守らない訳ではあり
ませんでしたが、校則がイコール正義で守らない人間
を悪と決めつける学級委員長のような奴等が大嫌いで
した。プロレス月間でもお話ししましたが、アントニ
オ猪木は目標でしたがヒーローでは決してありません
でした。暴走族がヒーロー視された時代も音がやかま
しいだけで遅い彼らとつるんで走る気になれず、早さ、
スピードだけを追求しました。この頃から周りがそう
しているから自分もやるとか、今までずっとこうだっ
たからそのままやるというのが無条件にできないし、
やりたくないのです。前例が無いから諦めるのではな
く、だったら自分が前例になってやると思うと途端に
やる気が沸いてきます。学生から社会人になっても、

　　会長挨拶　　　　　　　　　 会長　　小林　賢弘

2023～2024年度 役員・理事の皆さん



会社を始めても、ロータリアンになってクラブの会長
になっても自分という人間は微塵も変わらず、マジョ
リティｰといえる大多数の周りの人たちから常に物珍
しい好奇の視線や、絶対に受け入れないぞという敵意
や悪意の視線に晒されてきました。物心がつく頃から
現在に至るまで私は自分が社会的にマイノリティーで
あることを自覚せざるを得ず生きてきました。最近は
年をとったせいか以前よりは人間関係を円滑にこなせ
るようになれたと思いますが。

それでもロータリークラブの会長の立場は絶対的大
多数の考え方に直面することが多々あります。10月に
２回やったシリーズ「これ、そろそろやめませんか？」
では、今までずっとこうだったからという習慣やしき
たりのようなものについて私の意見を提案させていた
だきました。大多数の敵意に晒されることを覚悟して
いましたが、蓋を開けてみると「それ、言っていいん
だ」という物珍しいものに手を叩くように、比較的暖
かく受け入れてもらいました。しかしマジョリティー
はこのまま黙ってはいません。「小林は会長挨拶で文
句ばかり言っている」とか「感情的にならずにもっと
楽しい話をしろ」とか「あなたの言っていることは愚
痴にしか聞こえない」などなど。週報を何度も読み返
してみましたが、私は冷静に「こんな風に思っていま
すが如何でしょうか？」というスタンスで意見を申し
上げているだけで、文句はおろか愚痴とは到底思えな
い内容なので、どう聞いたらそういう解釈になるのだ
ろうと正直驚きました。

また先週反省会を終えたばかりの高校野球大会です
が、ここでも自分がマイノリティーであることを痛感
しました。野球というスポーツをほとんどやった事が
無い私にとって高校野球大会は新鮮であると同時にい
くつも？（はてなマーク）を感じてしまう事業です。ま
ず選手の入場行進です。長く続く伝統行事なのでしょ
うが、あの一糸乱れぬ手足の挙動で行進する姿に北朝
鮮の軍隊行進を感じてしまいます。オリンピックの開
会式のような華やかで楽しげで自由な空気が欲しくな
ります。あとは何と言っても開会式での大会関係者の
挨拶です。越谷市高校野球大会は批判が集中している
甲子園大会を教訓にしているのか、会長挨拶・来賓祝
辞共に例年長くても２分ほどの簡潔なものになってい
ます。野球ど素人の私は初めての主催者挨拶で恥をか
いたりひんしゅくを買ったりしないように批判の的で
ある甲子園大会の挨拶をYouTubeで見て研究し、長
い・くどい・面白くないオッサンの挨拶にならないよ
うに原稿を作りました。本当に３人も必要なのか？と
叩かれている甲子園大会ですが、今大会では私の他に
市長・市議会議長・教育長と４人のオッサンが挨拶す
ることになってしまい心配していましたが、来賓の皆
さんは世間の空気を読んだのかとてもあっさり簡潔に
まとめてくれました。私の独りよがりにならないよう
に何人かの選手にオッサンの挨拶について思うところ
をざっくばらんに聞いてみましたが、彼らは皆私と同
じ感覚を持っていて、閉会式での私の挨拶に共感して
くれました。「校長の長い挨拶に慣れているから大丈
夫！」と気も遣ってくれました。

ところがです。主役である選手には好評だった閉会
式の私の挨拶がぶんせんさんに送った原稿の段階でク

レームが入り没となりました。令和の時代に戦時中の
軍部のような検閲が入ったのです。これには開いた口
が塞がりませんでした。いったいどの部分が検閲に
引っかかったのか何度も原稿を読み返しましたが未だ
に不明です。

高校野球大会はクラブ最大の事業として慎重にマ
ジョリティーを意識して原稿を書いたのですが、とて
も後味の悪い結果となりました。私の意見は確かに36
年の長い歴史を持つクラブの伝統やしきたりから見る
とマイノリティーなものなのでしょう。しかし、それ
は違うと思っても私は一切それについて否定はしてい
ないつもりです。「私はこう思っていますが皆さんは
どう感じますか？」という提案を前提に話しています。
ところが大多数を占める意見は常に正しくて、僅か少
数しかない意見を常に否定していると感じます。こう
言うと今度は被害妄想だと言われそうですが、世界の
あらゆるマイノリティーな人々は孤独の中にいます。

ジェニファー・ジョーンズRI会長は「イマジンロー
タリー」をテーマに掲げ、イマジン（想像）という抽象
的なテーマから、全世界には様々な言語・文化・生活
習慣・があり様々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ということを「想像してみ
てください。私達がベストを尽くせる世界を。私達は
毎朝目覚める時、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する人はいません。
それは未来を描くことです」と延べ、イマジンとは行
動への呼びかけであると捉えています。

2770地区細淵雅邦ガバナーは、このジェニファーの
篤い想いを実現するために、イマジン（想像）からクリ
エーション（創造）へ一歩前進すると延べ、地区運営方
針を「創造しよう未来への調和～ロータリーにDEIの
さわやかな風を～」と掲げました。DEIとは　D：ダ
イバーシティ（多様性）　E:イクイティ（公平さ）　I：
インクルージョン（調和）という意味です。

また、ロータリー創始者ポール・ハリスが90年前の
演説で「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る。ロー
タリーの才知と栄光はまさにここにあるのだ。ロータ
リアンは多くの点で異なる者同志であるが、多様性と
公平さ２つの点で完璧に調和している」と語っていま
す。ロータリーにとってDEandⅠは今に始まったこ
とではないようです。目覚ましい速さで物事が進む激
動のこの時代の中で、現在ロータリーはDEIを取り入
れることを最優先に運営されています。

私は「夢を持ち未来に向けての行動を呼びかける」
ジェニファーと「職業・地位・性格・考え方がまるで
違うロータリアンが公平な視点で分かり合い調和して
いこう」とする細淵ガバナーの年度にクラブ会長を務
めることに僥倖を感じています。57人のメンバーがい
れば57通りの考え方が存在します。この多様性を否定
し合うのではなく、公平な視点で互いを尊重し、理解
に努め調和することによって、クラブをより活性化で
きるのではないかと思います。

マジョリティーの大多数の意見だけが正義ではなく、
決して採用されることはなくてもマイノリティーな意
見にも公平な目を向け、両者が理解し合い調和できる



クラブにしていきたいと思います。以前も申し上げま
したが、考えが食い違ったとしても腹にため込んでい
がみ合うのではなく、腹を割って意見を交換しましょ
う。より良い選ばれるクラブになるために議論を尽く
していきましょう。

それでは年明けの新シリーズを楽しみにしていただ
いて、つまらない話は以上で終わります。ありがとう
ございました。

〈追記〉
12月１日の例会後に会長挨拶について激しい反論を

いただきました。私の表現が許せない方からのもので
した。互いの意見を理解し、調和できないものかを試
みましたが、絶望的に感性が食い違い、何の解決も得
られぬまま終了しました。例会では、いがみ合わずに
議論を尽くし調和しましょうと綺麗事を申し上げまし
たが、感性が違い過ぎると何を話してもかみ合わず、
どちらも間違いではないので、互いが感情的になって
これ以上続けても全く不毛で遺恨を残すだけというこ
とを学習しました。

過去に何度か全く交わることのない意見の食い違い
から、何人かの退会届が出されるまでいってしまった
例や、現職の会長が何度も辞めようと思うまで追い詰
められてしまった例を間近で見てきました。私が当事
者となった今回の件は、その時と同様の空気を感じま
した。過去の経験からトラブルの抑止力となろうと始
めた会長からの提案ですが、クラブの和を乱すことは
心外であり、新たなトラブルの種となっては元も子も
ないと思い、今後二度と私からの提案のようなものは
発信しないことをお約束します。

最後に、これは攻撃でも文句でも愚痴でもない、純
粋なお願いとして申し上げます。

私はここまでクラブの活性化と恩返しのために仕事
とプライベートを犠牲にして、腹を括って会長を務め
てきました。上手に喋ることが苦手なため、人前で話
す時は神経と魂をすり減らしながら原稿を作って読ん
でいます。細心の注意を払ってはいますが、感性がま
るで違う人が聞いて不快に感じたとしても、自分も選
んでしまった会長なのだから仕方ないと諦めて、年度
が終わるまでは傍観していただきたいと思います。

幹事報告をさせて頂きます。
地区より韓国訪日団学生のホームステイ先について

の依頼がありました。当クラブからは派遣学生はいま
せんが、ご協力いただける会員がいましたら幹事まで
ご連絡下さい。

また、越谷市教育功労者等表彰式におきまして当ク
ラブが多額寄付者として表彰されました。前年度の大
口補助金事業（南越谷小学校への寄贈）の功績が認め
られたものです。

次回の例会は、12月８日㈭クラブ協議会が予定され
ております。会員増強部門・公共イメージ・管理運営
部門の委員長の皆様よろしくお願いします。

また、委員長の出席が叶わない場合は、代理をたて
ていただけますようお願いします。

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  　鈴木　一朗

今　　回 29,000円

472,000円累　　計

次の例会の案内

第1712回 12月8日

ロータリーの友紹介
クラブ協議会

（会員増強部門・公共イメージ・クラブ管理運営部門）

　　委員会報告

◆親睦友愛委員会	 宮本　正行
皆さんこんにちは親睦友愛の宮本です。クリスマス

例会のご案内です。12月22日木曜日18時から、「ハウ
ス　オブ　ザ　マカロン」で行います。皆様の参加宜
しくお願いします。

【奥の細道　芭蕉】（越後路）
荒海や 佐渡によこたふ 天河
新潟の荒く波立った海の向こうに佐渡島が見える。その上に天の川がかかっている
雄大な景色だ。　（出席委員会）
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〈Zoom参加または欠席会員〉浅水輝子会員〈Zoom参加または欠席会員〉飯山勝司会員・鈴木裕万会員

誕生日誕生日 12月

永島つる子会員青木伸翁会員 永島つる子会員 鈴木一朗会員鈴木一朗会員

結婚結婚
記念日記念日

■2022〜2023年度（7月〜10月）決算概要	
会計　小暮　進勇

東クラブ細則に従い「現年度の収入
及び支出を含む中間報告」を致します。

11月29日㈫ポラリス税務会計事務所
より「７月～10月」決算要覧を頂き、
翌30日㈬現金（通帳残）等照らし合わせ確認致しまし
たが、正確に管理、運営されております。

本日、皆様に決算概要を配布させて頂きましたの
でご確認頂き何か質問等がありましたら会計にお問
い合わせ下さい。以上で中間報告とさせて頂きます。

よろしくお願い致します。

■加藤年度会計監査について
前年度会計監査　秋山　　坦

前年度会計監査の秋山です。前年の
最終の会計監査は青木会計、加藤会長、
隅田幹事、栗田35周年実行委員長立会
いの元８月４日に行ない適正に執行、処理されてい
る事を確認しました。（内容につきましては報告の
通りです）

会計監査についてはクラブ細則では年１回全面的
に行なう様、明記されていますが、その前提となる
のは日々の予実（予算と支出）管理です。過去には
この辺の管理がスムーズに行なわれず年度末になっ
て帳尻合せであたふたとした経験が有ります。前年
度会計はこの辺を踏まえ予算項目に無い事業等は執
行できない事、実施する場合は理事会の承認が必要
との原則に基づき行いました。

尚、事務処理についてはシステムを変更し、プロ
が行なう様になりましたので短時間で且つ正確に処
理、管理されていました。以上です。

■会長ノミニーになって　　　　　　　北林　隆一
本日は、会長ノミニーとしてご承認

いただきまして誠にありがとうござい
ました。

私は、父（伸一）が当クラブで大変お

世話なっておりましたが、他界後に、大野祐肇会長
年度に入会して以来、皆様方に大変良くしていただ
いております。

大内パスト会長には、父の葬儀では弔辞を読んで
いただき、クラブの皆様には大変感謝しております。
入会当時は、ロータリークラブのことはほとんど知
りませんでしたが、皆様と活動を重ねるうちにロー
タリー活動は今ではすっかり生活の一部になってい
ます。

私が先輩方に良くしていただいたことを忘れず、
これから入会してくる方々に東クラブの魅力を伝え
てゆけたらと思います。

これまでの人生において、皆様に披露できるよう
な特別な経験や武勇伝もありませんが、越谷東ＲＣ
への感謝と恩返しのただ一点で１年半後、会長を務
めさせていただきたいと思っています。

これからの１年半、何とか皆様に楽しんでいただ
けるような年度にできるようネタ探しの旅に出たい
と思います。

皆様どうぞよろしくお願いします。

〈2023〜2024年度　役員・理事名簿〉
会　　　　長　　　　 （役員・理事）　佐久間　誠
幹　　　　事　　　　 （役員・理事）　橋本　政行
副 　 会 　 長　　　　 （役員・理事）　浜野　隆浩
直 前 会 長　　　　 （役員・理事）　小林　賢弘
会 場 監 督　　　　 （役員・理事）　中村　　猛
会　　　　計　　　　 （役員・理事）　宮下　智之
会長エレクト　　　　 （役員・理事）　北林　隆一
会 員 増 強 部 門　担当　（理事）　加藤　盛也
クラブ管理運営部門　担当　（理事）　浜野　隆浩
奉仕プロジェクト部門　担当　（理事）　北林　隆一
プ　ロ　グ　ラ　ム　担当　（理事）　青木　伸翁
親 　 睦 　 友 　 愛　担当　（理事）　石渡　　毅
職 　 業 　 奉 　 仕　担当　（理事）　大野　祐肇
社 　 会 　 奉 　 仕　担当　（理事）　飯山　勝司
国 　 際 　 奉 　 仕　担当　（理事）　粟屋　裕二
青 少 年 奉 仕　担当　（理事）　鈴木二之将

クラブ年次総会

（北林隆一幹事） （小林賢弘会長）


