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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	 「奉仕の理想」
◆クラブソング斉唱	 「クラブ賛歌」（2番）
◆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	 IM実行委員会　加藤　盛也
◆勝手に雪だるま	 杉下　　智
◆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
◆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〉
◆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

こんにちは。年が明けて１月19日
の例会に女子プロレス団体マーベラ
スの社長兼トップレスラー 彩羽 匠

（いろは　たくみ）選手が卓話をし
に来ていただけます。先週の日曜日
にトミーさんにご招待いただいて、マーベラスの後楽
園大会にご挨拶に行ってきました。彩羽　匠さんは鎖
骨骨折のため欠場中で試合はありませんでしたが、腰
が低く礼儀正しい笑顔がとてもチャーミングな方で、
初対面で私の心を鷲掴みにしました。

クラブの会長になって僅か半年の間に、９月に例会
場に来てくださったヒートアップの田村さん・兼平さ
ん・今井さん、そしてマーベラスの彩羽 匠さんと、
私が過去に憧れて夢を見て挫折した、リスペクトの気
持ちしかないプロレスラーの方々との出会いを与えて
くれたトミーさんに心から感謝をしています。

そしてこの日は最大級の感動が待っていました。
マーベラスの創始者であり、彩羽 匠選手の師匠、女
子プロレス界最大のレジェンドである長与千種さんに
紹介していただいたのです。

　　会長挨拶　　　　　　　　　 会長　　小林　賢弘

米山記念奨学生 張　政	様



私と同じ昭和39年生まれの長与千種さんと神取忍さ
んには以前から親しみを感じ応援していましたが、実
物のレジェンド長与さんと向き合った時のオーラは、
とても言葉では表現できない凄まじいものでした。

私ごときに深々と礼を尽くしていただき、握手をし
た掌の感触は生涯忘れられないと思います。連れて
行った娘は、何もわからないなりになんか凄い人と握
手したんだと納得しているようでした。

去る10月１日、ヒートアップの等々力アリーナ大会、
まさにアントニオ猪木さんが亡くなったこの日、深い
悲しみの中でリングに上がった藤波辰爾さんとリング
サイドでグータッチをした時の感動をはるかに凌ぐも
のでした。

そして何と１月19日、もし時間が空いていればとい
う不確かなものではありますが、彩羽 匠選手と一緒
に長与千種さんが例会場に来てくれる可能性があるそ
うなのです。

８月から９月にかけて１ヶ月間続いたプロレス応援
月間で皆さんプロレスにちょっと食傷気味かとは思い
ますが、お許しをいただければ、前の週１月12日に１
回だけ女子プロレス応援挨拶をしたいと思います。

幹事報告をさせて頂きます。
越谷ＲＣ石垣季枝子様のご母堂様

の訃報が届いております。皆様には
既にFAXさせていただいておりま
す。

地区より、８月の青森県津軽地方豪雨災害支援金の
お礼の報告が来ております。当地区からは、2,748,195
円、その他の地区を合わせて、合計48,330,000円の支
援が青森県、市長、町長に実施されたとのことです。

また、地区ブライダル委員会から12/18の「占い婚
活PARTY」のお知らせが届いております。ご興味の
ある方は、幹事までお知らせ下さい。

プログラムの変更についてお知らせします。1/12の
職場見学は2/9に変更になります。1/12は財団フォー
ラムを行います。

次回の例会は、12月15日㈭クラブ協議会（２日目）
が予定されております。ＳＡＡ・会計・会計監査・未
来・クラブ奉仕部門・財団・米山の委員長の皆様よろ
しくお願いします。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

実施日　２月11日㈯～ 12日㈰
場　所　日光湯本スキー場
料　金　大　人 30,000円
　　　　小学生 20,000円
　　　　幼　児 12,000円
担　当　杉下　智

勝手に雪だるま 杉下　　智

■会員増強部門	 山﨑　勝己
会員の増強に関しては、２名の方

に入会をしていただきました。会長
の要望に応えるべく後半３名の増強
し、60名の会員とし佐久間次年度へ
引き継ぎたいと思います。皆様のご協力よろしくお
願いいたします。

■勧誘委員会	 加藤　盛也
みなさんこんにちは。
上半期は、皆さんのご協力により

千葉会員、福田会員の２名の入会と
なりました。

山﨑会員増強部門委員長とは、候補者となり得る
方を３～４名リストアップしており、訪問する日程
を調整しているところです。小林会長の目標である
５名の増強目標をしっかりと達成できるように下半
期も取り組んでいきます。そして会員選考維持委員
会の宮下委員長にたくさん仕事をしてもらおうと思
います。

引き続きみなさんのご協力もよろしくお願いしま
す。

■会員選考維持委員会　宮下　智之
上半期は３名の方の会員候補者に

つきまして会員資格の調査と職業分

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）



【奥の細道　芭蕉】（越中路）

わせの香や 分入右は 有磯海
早稲（早生稲のこと）の香りのする（生長した一
面早稲の）田んぼの中を（手で）
分け入って登っていくと、右
側に有磯海が見える。

 （出席委員会）

類を行い，うち２名の方に入会頂きました。会員の
皆様におかれましては，下半期についても会員候補
者の推薦をお願いいたします。

■オリエンテーション・教育委員会	 山﨑　勝己
オリエンテーション・教育委員会

に関しては、毎月第２例会において
ロータリーの友を山﨑・五十嵐パス
ト・加藤パスト３名にて輪番制にて
紹介をさせていただいております。

研修会・炉辺会合はコロナ化の影響で未開催と
なっておりますが、下半期はウィズコロナで入会３
年未満の会員をメインに早期に開催したいと思って
います。

■公共イメージ委員会	 鈴木二之将
地区研修、協議会、2022年４月15

日金曜日、埼玉会館にて勉強してま
いりました。

越谷東ロータリークラブの、HＰ
も更新から他の新しい出来事、人々が関心を持つ、
伝える価値を更新致します。

会報上半期第1690回～1711回、会員の皆様、原稿
を送っていただきありがとうございました。

下半期も、宜しくお願い致します。

■クラブ管理運営部門	 大野　祐肇
あっという間に、半期が終わろう

としておりますが、５つの小委員会
の皆様のおかげで円滑な運営が出来
ましたこと感謝申し上げます。今年
最後にクリスマス家族例会も開催されますが、楽し
みにしております。下期におかれましても各委員会
並びに会員の皆様のご協力を得て、フレンドリーな
クラブ、楽しい例会を目指していきたいとと存じま
すので、ご協力のほど宜しくお願い申し上げます。

■出席委員会	 秋山　　坦
出席委員会委員長の秋山です。出

席委員会は大野裕肇管理運営部門長
の指導のもとメンバーは私の他、粟
屋副委員長、栗田委員、富澤委員、
中村猛、野寄委員の６名です。出席率の向上は基本
的には例会内容の充実と会員各位の意識の問題と理
解しておりますが、それらを補完するに当り、小林
会長からの要望を踏まえ８項目程計画し実施してお
ります。例会時は常に２人体制で対応、襷の新規採
用、事前の例会案内の工夫（芭蕉のおくの細道のイ
ラスト入りでの紹介）、出席率の目に見えるフォロー

（会報にクラフで掲示）、小林会長からの皆勤賞、精
勤賞の授与等、これら付いて北林幹事のバックアッ
プを得ながらに実施しております。お陰様で例年の
例会出席率より５％程ＵＰしているのではと？委員
会メンバー全員が自画自賛している所です。

■会場運営委員会	 守屋トミー
いつもお世話になっています。会

場運営委員会では主に会場入り口の
ドア当番と例会中の司会進行を担当
させていただいています。今年度前
半は各会員の皆様の日々のお仕事を考慮し、ドアの
当番は当委員会で担当させていただきました。

新年以降の後半は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。なお、担当者の
リストは例会場入り口に張り出しております。ご確
認を宜しくお願いいたします。また、担当日の前に
は事務局より確認の連絡も入れさせていただいてお
ります。万一、ご都合がつかない場合は出来る限り
早急に事務局にその旨をご連絡ください。

後半は色々とお世話になりますが、宜しくお願い
申し上げます。

　　スマイル報告　　　 社会奉仕委員会  　鈴木　一朗

今　　回 16,000円

488,000円累　　計

次の例会の案内

第1713回 12月15日

クラブ協議会
（SAA・会計・会計監査、奉仕プロジェクト部門・
　　　　　　　ロータリー財団・米山記念奨学）



みなさんこんにちは。12月のロータリーの友紹介
をいたします。

ロータリーの友を先週受け取っていましたが、読
む時間がなかなかありませんでした。12月５日㈪
24：00からのサッカーワールドカップベスト８をか
けた日本対クロアチアの一戦の前に仮眠しようと20
時頃にベッドに入ったのですが、

寝付けずその間に漸く目を通すことができました。

縦組み４～８Ｐ
「コロナ禍とワンヘルス」

大牟田北ＲＣ会員で日本医師会名誉会長横倉義武
さんの寄稿文が掲載されています。

私たちは、この３年にわたり新型コロナウイルス
に翻弄されていますが、「コロナウイルス」とは、
リボ核酸を遺伝子情報とする二重膜を持つ総称です。

2002年に中国広東省で発症したSARSは、コウモ
リのコロナウイルスが人に感染することで発症した
と考えられています。２年間ほど流行した後、2003
年に終息が確認され、世界で約8,000人が感染し770
人が亡くなりました。

2013年にはヒトコブラクダを宿主とするコロナウ
イルスMERSは、アラビア半島で発症した後、韓国
で大流行し、世界で2500人ほどが感染し、935人が
亡くなりました。

そして今回の新型コロナウイルスは中国武漢市で
初感染が確認され、2022年３月現在感染者は６億人
近くまで増え、死亡者は700万人に迫っています。

今後動物由来感染症を阻止するためには、感染源、
感染経路、宿主の三つに対する策が必要になり、人
間、動物、環境三方面からのアプローチにより、感
染を防ぐことが喫緊の課題となります。そのキー
ワードとして注目されているのがワンワールド・ワ
ンヘルスという考え方です。

人間は免疫というシステムが体からなくなってし
まうと、何らかの病気にかかればすぐになくなって
しまいます。大事なことは、免疫力を高めることと
なり、適度な運動、ぐっすり眠る、栄養バランスの
大切にした食事が必要になります。

横組み８～ 13P
「私の健康めし、私の元気めし、私のゲン担ぎめし」

健康体でいるための食事が投稿されています。

横組み14～15P
「ピンピンコロリは食事から」

死ぬ間際まで自分の身の回りのことができ、周囲
とコミュニケーションが取れ、眠るような死で生を
全うするためには、日々の健康のためにも毎日の食
事を大切にすることが重要です。体に異常を来すか
らには何かしら原因があり、それが食のバランスに
よるものならばたやすく改善できると書かれていま
す。幅広い食品を摂取することで、微量でもそれぞ
れの栄養素が重要な働きをなし、ホルモンの原料と
なり、ストレスや睡眠の改善を施すことができるよ
うです。改めて毎日の食事を大切にしていきたいと
思う次第です。

横組み16～17P
「ポリオ根絶を訴え、自転車で日本縦断」

東京三鷹RC会員の宮崎陽市郎さんが10月１日に
北海道・宗谷岬を出発し、10月23日に鹿児島県佐多
岬まで自転車で走り切った記事が出ています。途中
途中でエリアのロータリアンからの声援を受けたよ
うです。残念ながら日本海側ルートだったので関東
には来ていませんでした。

縦組み9～ 12Ｐ
「この人を訪ねて　尾崎康さん」

浦和中ロータリークラブ会員の尾崎康さんは、伝
説の歌手の尾崎豊さんの五つ上のお兄さんです。生
き急ぐ弟である豊さんと悩む家族とその後ご自身が
弁護士となっていく経過を赤裸々に語っています。
現在は頼まれると豊さんの曲を歌うこともあり、し
かも上手になったそうです。締め括りは、豊さんと
二人で飲んだ時、豊さんが言った漢詩の一節「不如
生前、一杯ノ酒」（死後に莫大な財産を残すより、
生きているうちの一杯の酒の方に価値がある）で締
め括られています。

ロータリーの友 １２月号の紹介

オリエンテーション・教育委員会
加藤　盛也


