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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	「それでこそロータリー」
◆クラブソング斉唱	 「クラブ賛歌」（3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	 親睦友愛委員会　宮本　正行

IM実行委員会　加藤　盛也
◆勝手に雪だるま	 杉下　　智
◆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〉
◆スマイル報告	 社会奉仕委員会　畔上　順平
◆出席報告	 出席委員会　野寄　新吾
◆閉会点鐘　 会長　小林　賢弘

私が会長になってしまった今年度
は、理事・役員の皆さんを初め多く
の会員の皆さんに支えていただいて
成り立っている訳ですが、中でも北
林幹事には常に私の隣であらゆるク
ラブ運営を助けてもらっています。

会わない日があっても毎日数回は電話で話し合い、
二人の関係の密度は家族を遥かに凌ぐ濃いものです。
今日は私にとって無くてはならない北林隆一幹事を改
めてご紹介したいと思います。

皆さんご存知の通り、北林隆一さんの父上は北林伸
一パスト会長であり、奥様の父上が東クラブ特別代表、
坂巻パストガバナーという、ロータリアンになるべく
してなったサラブレッド中のサラブレッドであります。

また、北林さんは中央大学理工学部を卒業後、超一
流企業ヤクルト本社に入社、製品開発部門で大活躍し
た後、惜しまれながら退職し、伸一パスト会長の会社
フタバペイント株式会社に入社、社長として経営改革
の陣頭指揮を執り、今日の優良企業へと成長させまし
た。抜群のバランス感覚を持ち、理数系の頭脳ならで
はの冷静かつ正確な分析能力を併せ持ちます。

つまらない事が何よりも嫌いで、何も思考せずに当
たり前のこととして守られている世間の常識ってやつ
をどうしても素直に受け入れられない私は、つい静か
な池に思いっきり石を投げ込んで大きな波紋を立てて
しまいます。そんな私の言動を北林さんは隣で静かに
見ていて、否定も肯定もせず冷静に分析をしてくれま
す。「大多数の常識的な人にとっては常識こそが正義
であり、小林さんの言動は彼らの非常識に当たる。だ

　　会長挨拶　　　　　　　　　 会長　　小林　賢弘

【奥の細道　芭蕉】
塚も動け 我泣声は 秋の風　（金沢）
一笑の塚の前に立つと、さまざまな故人の思い出
が胸をよぎります。自分だって、こんな旅から旅
へわたり歩いているが、いつ死ぬかわからない。
そう考えると、人の縁というものは、
不思議なものだ…。涙が、おさえら
れず、流れ出てきました。

（出席委員会）

　　スマイル報告　　　 社会奉仕委員会  　畔上　順平

今　　回 17,000円

505,000円累　　計



から悪と認識されて否定されるのだ」といった感じで
す。

売られた喧嘩は100％買ってしまう質の私は、否定
されるとつい感情的になってしまいますが、北林さん
はそんな私をたしなめる訳でもなく、かと言って肩を
持つ訳でもなく、彼らと私の感情を冷静に分析してく
れるのです。分析結果は私には目から鱗で、「なるほど、
そういうメカニズムで起きたトラブルなんだ」と初め
て理解できるのです。

その風貌から財津和夫や岸田総理と言われています
が、内面からは福山雅治演じるガリレオシリーズの科
学者　湯川先生を彷彿とさせます。

また彼は他人だけではなく自分自身を客観的に分析
できる人間です。会長ノミニーに選出された今、「何
の武勇伝も無く平凡に生きてきた自分に面白い話がで
きるはずがなく、会長挨拶のネタ探しに苦労しそうだ」
とぼやいていますが、私から見たら突出した個性を持
つあなたのどこが平凡なんだと突っ込みたくなります。

血筋も良くまさにロータリーの申し子と言える北林
さんと私は、生い立ちも性格も考え方もまるで違いま
す。客観的・俯瞰的に物事を捉えられる北林さんに対
して、常に主観的に生きてきた私です。正反対とも言
える二人が会長・幹事というタッグチームを組むこと
ができた不思議、サラブレッドの彼が何故私のような
チンピラの幹事になってくれたのかは、年度が終わっ
たらゆっくり聞いてみたいと思っています。

こんな非常識で不安定な私を隣で支えてくれる北林
さんには感謝の気持ちしかありません。来る北林年度
には、私のすべてを賭けて恩返しをするつもりです。

来週のクリスマス例会では、北林さんのアコース
ティックギターと私のエレキギターの共同作業をご披
露します。ただ会長幹事職の激務の中、練習不足は否
めません。グダグダになってしまいそうですがご容赦
ください。

以上、今日は皆さんに私の幹事愛を少しだけお伝え
しました。

■開会宣言	 副会長　大野　祐肇
本日は、年末のお忙しい中、ご出

席頂きましてありがとうございます。
上期も次週のクリスマス家族例会

を以て、今年の例会が終わりますが、
円滑に事業が進められましたことは、
各委員長並びに会員の皆様の努力に敬意を表します。

クラブのために、会長・幹事のために、1年間の
職務を全うし「達成感」を得ることが出来るのも、「感
謝と恩返し」しかありません。今年度は第8グルー
プホストクラブとして株竹ガバナー補佐・杉下補佐
幹事により、合同事業も無事に終えることが出来ま
した。年明けにIMも開催されますが、大内実行委
員長はじめ、全会員の皆様のご協力を得て、ご成功
を願うところであります。どうぞ皆様、ご協力のほ
ど宜しくお願い致します。最後に、一言、リーダー
とは、目標設定力（プランニング）・適切な行動と
判断・コミュニケーション力・課題解決力・この「四
つのスキル」が必要であります。ロータリーでは「四
つのテスト」があります。私は、ロータリーで為に
なったことは、多くの人と巡り会えたこと、そして

「四つのテスト」に出会ったことであります。ロー
タリーは基本、企業代表の集まりであり、すべて平
等な立場であります。だからこそフレンドリーなク
ラブになり参加、入会しやすいクラブを下期におい
て目指しましょう。

それでは、上期最後のクラブ協議会を開会いたし
ます。

■SAA	 　大野　豊次
会場監督は例会場の秩序と品格を

保持する任務です。上半期において
は皆様のご協力により任務を遂行す
ることができました。下半期もよろ
しくお願いします。

■会　計	 小暮　進勇
今年度、会計の小暮です。12月１

日のクラブ年次総会でも報告致しま
したが、今年度上半期の収入及び支
出の状況は、毎月ポラリス税務会計
事務所によりしっかりと管理頂いて
おりますので、正確に管理、運営されております。

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）

幹事報告をさせて頂きます。
地区より、ロータリー財団奨学生

の募集が届いております。資格条件
はありますが、海外の大学で１年間
学ぶための奨学金（20,000ドル／約
270万円）が給付されるものです。応募は令和５年５
月10日までとなっております。ご興味のある会員は幹
事までご連絡下さい。

次回の例会は、12月22日㈭クリスマス例会となりま
す。会場はギャザホール（ハウス・オブ・ザ・マカロ
ン）18：00からとなります。

幹事報告は以上です。

　　幹事報告　　　　　　　　 　幹事　　北林　隆一



全会員の上半期会費も入金の確認済であります。後
期におきましても皆様の協力を頂きながら正確な管
理、運営に努めて参りたいと考えております。今後
も宜しくお願いしまして報告とさせて頂きます。

■会計監査	 阿部　朋博
会計監査は、会長・会計より報告

された会計年度の予算、決算執行を
厳密に監査することを任務と考え、
思考部分では下記４点を基本に監査
させて頂きます。

１．嘘偽りはないか？
２．関係者すべてに 公明正大か？
３．より良い支援者になってもらえるか？
４．関係者すべてに有益となるか
何か４つのテストに通じますね。22〜23年度の会

計年度の監査を明確に検証させて頂きます。

■未来委員会	 会田　皓章
クラブの古きを訪ね、新しきを知

るをテーマに、将来の越谷東ロータ
リークラブの将来像を語る場として
の例会を開催させて頂きました。内
容といたしましては、平野パスト会
長よりクラブ創世の頃の様子をお話頂き、浜野パス
ト会長には東クラブが近年取り組んできた事業を中
心にお話を頂きました。わがクラブも新会員が増え、
まずクラブの現状を理解して頂き、ベテランも中堅
も、新会員もどのようなクラブになっていけば、楽
しく活気のあるクラブになっていくのか、次回の担
当例会ではそんなテーマでディスカッションできる
機会を作りたいと考えております。入会を順番で
待ってでも入りたいクラブ。すべての会員が居心地
の良いクラブ、そんなクラブ像を語り次年度次次の
提言として繋げられればと考えます。

■社会奉仕委員会	 田中　基章
	 代理　石渡　　毅

社会奉仕委員会田中委員長が所用
により欠席のため、副委員長の石渡
が報告させていただきます。

まずは皆さんご多忙の中ご協力い
ただきましてありがとうございまし
た。無事に前半の行事を終えることができました。

９月には地区大口補助金事業でキッズドロップさ
んへ大型モニターを贈呈することができ、大変喜ん
でいただきました。

10月には越谷市民まつり、そして第21回越谷市高
校野球大会も行われました。

始球式では小林会長の見事な投球で始まり熱戦に
次ぐ熱戦の結果、斎藤監督率いる越谷東高校が感動
の初優勝を飾りました。おめでとうございます！

後半は、5/28に新越谷駅周辺をお掃除する「ごみ

ゼロ運動」が予定されていますが、新型コロナウィ
ルスの感染状況によって判断されるため現在のとこ
ろ未定となっています。

また、キッズドロップのお子さんたちと一緒に行
うイベントも企画中です。

これまで「社会奉仕」とは無縁で生きてきた私で
すが、奉仕を通して皆さんに喜んでいただいたこと
で終わらずに、自分が幸せな気持ちになることに気
が付きました。これからも新たな気づきを楽しみに
ロータリー活動に参加していきたいと思います。

■国際奉仕委員会	 宮下　智之
	 代理　北林　隆一

国際奉仕委員会は上半期について
は開店休業状態でした。

下半期は、メルボルンでの世界大
会、台中港RCの会長交代式があり
ます。メルボルンはどなたの参加も
なさそうですので、台湾くらいはなんとか行けない
かと考えておりますが、コロナもなくなったわけで
はないし、相手もいる話なのでなんとも言えない状
況ではあります。今後、状況が分かりましたら、皆
様にお伝えいたします。

■ロータリー財団委員会	 大内　一幸
	 代理　北林　隆一
「ロータリー財団の使命」はロータリアンが（世

界の人々の）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。（国際ロー
タリー　財団ハンドブックより）

本年度も、この抽象的な表現を出来るだけ会員皆
さまに少しでも具体的な表現で表し、理解していた
だくことを目指して活動しています。

しかし、世界情勢の大きな変化や、為替相場の変
動で「ロータリー・レート」が毎月乱高下している
のが実情です。
◆以下に、年度当初の委員会目標を記載いたします

が、上記の状況を鑑み、会長幹事と連絡を取り合
いながら、しっかりと着地したいと思います。
１．会員一人当たり年間200$以上の寄付をお願い

する。（自発的な寄付）定期的にお願いするこ
ともあります。

２．11月の「ロータリー財団月間」は元より、機
会ある事にロータリー財団の基本的な情報を会
報等に載せて理解を深めていきます。

３．本年度の寄付金額の一部が３年後の当クラブ
の活動に向けて申請することができるシステム
です。つまり、寄付金のすべてがRIにいくの
ではなく「地区補助金」として一定の条件を満
たすことにより還元されますので、我がクラブ
の中長期的な活動計画にも有効なプログラムと
考えていきたいと思います。



教教ええててくくれれるる
人人ももいいまますす 一一人人でで参参加加ででききまますす！！ 雪雪景景色色ををみみななががらら

ゆゆっっくくりり 温温泉泉でで過過ごごせせまますす

実施日 月 日（土）～ 月 日（日）

場所 日光湯本スキー場

料金

大人￥ 小学生
￥ 幼児￥
（宿泊代・バス・レッスン代込）

お申込み 越越谷谷東東ロローータタリリーーククララブブ勝勝手手にに雪雪だだるるまま
FFAAXX..004488--995544--55992211 担当 杉下まで

貸し切りバスだから楽々！！

090－－2525－－7524

氏名

参加人数 大人 名子供 名

FAX

FFAAXX..004488--995544--55992211

参加はおひとり様でも可能です。ご家族の場合
ツインベッド１部屋で用意できます

日光グランドホテル 樹林


