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会長卓話 

 
松井 昭夫 会長 

皆様こんにちは。 
本日は越谷北ロータリークラブ 2016-2017 年度の

年次総会を開催致します。年次総会は定款 6 条第 2
節及びクラブ細則第 5 条第 1 節に基づき開催されま

す。当クラブ定款では毎年 12 月 31 日までに開催し

なければならないとありますが、当クラブ細則には「毎

年 12 月の第 2 例会日に開催するものとする」と具体

的に記載されており、本年次総会において次年度の

役員および理事の選挙を行わなければならないと定

められております。また、「会員総数の 3 分の 1 をもっ

て年次総会及び例会の定足数とする」となっておりま

す。 
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後程、大熊指名委員会委員長より報告、議案とし

て提案がなされます。本年 11 月 18 日に行われまし

た指名委員会で、大熊指名委員会委員長を通じて

諮問、同委員会席上で指名され、12 月 7 日の本年

度理事役員会におきまして審議、承認されました名

簿でございます。皆様の慎重なる審議をよろしくお願

い致します。 
また、今日は 12 月 14 日。皆様ご存知の討ち入り

の日でございます。それに纏わる細川家の事につい

て話してみたいと思います。 
守護の時代から大名の時代、さらにはその後の時

代へと細川家はその時代ごとに堅実かつ、したたか

にバトンを受け継いで来ました。 
織田は一代、豊臣は二代、徳川は十五代で政権

の座を追われましたが、細川家は大名家を全うして幕

末動乱期をくぐり抜け、連綿として今日まで系譜を繋

いでいます。何か特に処世の家訓というようなものが

あるわけではないようです。ただ、恐らく細川家の一

挙手一投足は、常に中庸をいくものだったのでしょう。

初代の幽斎に象徴されるように、自分の功績を顕示

もせず、極めて自然に歴史の表舞台の自分の痕跡

にヴェールをかけて行きました。もし、領地拡大の野

心でもあったなら、たちどころに足をすくわれて、細川

家はとうの昔になくなっていたでしょう。 
700 年にわたる歴史的な文物は、東京目白台の永

青文庫・細川コレクションに伝えられ公開されていま

す。南北朝以来、幾度もの戦乱がありましたが、細川

家はほとんど火災などに遭わなかったので、学術的

にも価値のある古文書などが約8万点、枚数にすると

数百万枚、美術品も約 7 千点余りあるそうです。国宝、

重文なども相当含まれていますが、そうしたものがほ

とんど今日まで残っているのは奇跡のような話です。 
先の大戦でも、永青文庫や熊本・北岡のいくつか

の蔵は爆撃を免れました。古文書などは熊本大学な

どに寄託して解読と研究をしているそうです。例えば

三代・忠利が小倉の藩主だったとき、あの有名な巌 

流島の決闘が行われました。吉川英治の小説では、

佐々木小次郎は宮本武蔵の櫂を削った木刀で討た

れ絶命するのですが、門司城代で、その後武蔵を城

内にかくまった沼田延元の記録によると、次のようだ

ったといいます。武蔵に打たれた小次郎は恐らく脳震

盪を起こしたため気を失いますが、しばらくして蘇生

します。師匠の果し合いの現場を見にやってきた武

蔵の弟子達がそれを見て、これは大変だととどめを刺

したということが書かれています。武蔵に関する記録

は細川家に伝わるものが唯一の公文書ですから、こう

なると話がだいぶ変わってきますね。 
細川家は記録を大事にする家系で、江戸時代265

年間、担当者が毎日欠かさずつけていた日誌もあり

ます。忠臣蔵の討ち入りの日つまり元禄 15 年の 12
月 14 日は、歌舞伎や芝居、映画などでは必ず雪が

降っていますが、その日誌によると、雪ではなく曇りだ

ったとあるのです。 
討ち入りの後、大石内蔵助ら 17 人は細川藩の下

屋敷に預けられますが、他の藩が浪士たちを犯罪人

扱いしたのに対し、細川藩では武士の鏡として手厚く

もてなされました。三食とも二汁五菜のご馳走だった

ため、長い間食うや食わずの生活をして来た浪士た

ちは、さすがに胃につかえたようで、「もう少しお膳を

軽くして頂きたい」という内蔵助の要望書が残されて

います。 
永青文庫には、調度品、武具甲冑、茶道具、能装

束、能面などのほかに、信長や秀吉、家康、利休の

書物もかなり伝わっております。皆様機会がありまし

たら、ぜひ一度見学してみてはいかがかと思います。 
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結婚・誕生祝い 

 
誕生祝い 稲垣勝三会員、鈴木英男会員、 

宮﨑敏博会員、会田謙二会員、小宮山大介会員、 

髙橋陽一会員、並木勇一会員 

結婚祝い 丸林綾子会員、中澤伸浩会員 

 

 
稲垣 勝三 会員 

  おかげ様で 79 歳になりました。まだまだ 70 代、毎

日精進いたしまして、美味しくお酒が飲めるように頑

張っていきたいと思います。今後ともよろしくお願いい

たします。ありがとうございました。 
 

 
 
 
 
 

 
 

幹事報告 

 
須賀 篤史 幹事 

・米山記念奨学会より米山功労クラブの感謝状が届

いております。（34 回目） 
・気仙沼市自主防災組織連絡協議会より感謝の手紙

が届いております。 
・越谷中RCより 12～1月の例会予定が届いておりま

す。 
・先週の理事役員会にて新会員予定者の㈱トハンの

伊藤さんが承認されました。 
本日より 2 週間掲示いたしますので異議等がござい

ましたらお申し付け下さい。 
・先週の第 6 回理事・役員会にて承認された審議事

項です。 
（1）1 月度プログラムの件 
（2）2017-18 年度理事役員承認の件  
（3）石川秀雄会員退会の件 
（4）新会員承認の件 
（5）2018-19 年度派遣 R 財団学生募集の件 
⇒継続審議 

（6）ライオンズ越谷 3 クラブ合同新年会参加の件 
（7）東武よみうり「賀詞名刺広告」掲載の件 
（8）4 月 19 日例会変更の件 
（9）年末会員交流会の件 
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3 分間ロータリー情報 

 
宮﨑 敏博 会員 

皆様のおかげで地区の財団に 4 年間おります。

2009 年以降、ロータリー財団の補助金制度が大きく

変わりました。第 2770 地区はモデル地区としてやっ

ていまして、4 年前から全世界で実施しています。 
内容は、私たちの寄付金の使い方を地区補助金と

グローバル補助金という形で分けました。地区補助金

は、地区で承認されれば使えます。グローバル補助

金は重点項目に合致しているか等、難しいものであり

ます。地区補助金は年次目標を達成したクラブは

1,400 ドル、未達成クラブには 800 ドルになります。 
グローバル補助金には 10万ドルを計画しています。

今回、当クラブで使用しましたが、まだ余っています。

今後、「ぜひ使って下さい」というように進めていく状

況です。 
 

委員会報告 

国際奉仕委員会  丸林 綾子 委員長 

家族同伴国際親善旅行は本日申し込み締切です。

出欠の関係で個別対応させていただきます。 

 

親睦活動委員会 木村 二夫 委員 

 クリスマス例会の出席者は 110 名になりました。22
日木曜日ですのでお気をつけ下さい。23日から冬休

みということもあり、小中学生が数多くなりました。 
最終的な打合せがありますので、例会後、出席・会

場運営委員会と親睦活動委員会の皆様はお残り下

さい。 
 

年次総会 

 

松井 昭夫 会長 

それでは、次年度の会長エレクトを含む理事・役員

の選挙をする年次総会をこれから行いたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

 

 

大熊 正行 直前会長（指名委員会委員長） 

 

【経過説明】 

10 月 12 日の例会におきまして、次々年度の会長

候補者選任の件について会長一任との声をいただき
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ました。その上でパスト会長の皆様方にお集まりいた

だき指名委員会を開催するよう命じられ、直前会長で

ある私が日程調整をし、去る 11 月 18 日（金）ホテル

サンオーク美都炉において指名委員会を招集いたし

ました。 
慣例により直前会長である私がその場で指名委員

長に任命されました。パスト会長の在籍者 17名中 14
名のご出席をいただき、現年度の松井会長、須賀幹

事、長谷川会長エレクト、大島副幹事にもオブザーバ

ーとして出席していただきました。そこで、次年度長

谷川年度の理事・役員の承認と、次々年度会長候補

者の選任を協議しました。吉澤晴雄会員が推薦され、

慎重審議の結果全会一致で承認されました。直ちに

吉澤会員に意思確認をしたところ、承諾していただき

ました。 
よって、本日その結果を踏まえて次年度理事・役

員の承認を会員の皆様にお諮りするものであります。

何卒よろしくお願いいたします。 
 

 

 

 

 

 

越谷北ロータリークラブ細則第5条第1節に基づく

年次総会が開催されました。 
同細則第 3条第 1節による 2017-2018年度理事・

役員候補者の投票が執り行われ、以下のとおり決定

いたしました。 
 
役員（会長） 長谷川真也会員 
役員（副会長） 鈴木英男会員 
役員（会長エレクト） 吉澤晴雄会員 
役員（幹事） 大島直幸会員 
役員（会計） 小林操会員 
役員（SAA） 木村二夫会員 
役員（直前会長） 松井昭夫会員 
理事 市川洋和会員 
理事 一柳昌利会員 
理事 今井英治会員 
理事 江口公晴会員 
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理事 大濱裕広会員 
理事 須賀篤史会員 
理事 関森初義会員 
理事 並木勇一会員 
理事 深野秀樹会員 
理事 本間睦人会員 
理事 松﨑義一会員 
 
また、集計の間、堀野眞孝クラブ活性化委員長より、

2019-2020 年度ガバナーについて話がありました。 
 

 

堀野 眞孝 クラブ活性化委員長 

ガバナー輩出ということは毎年クラブ活性化委員

会の活動計画に記載されていましたが、ただただそ

のチャンスを待っていた、というのが現実です。 
大変なチャンスだと思いますが、ガバナーになるご

本人の覚悟は相当なものであると同時にクラブとして

の覚悟も必要であると思います。ときの会長を中心に

会員一丸となって取り組む必要があると思います。こ

こで賛否を問うよりまずは理事・役員会で協議するべ

きであろうと考えます。 
 

 

松井 昭夫 会長 

満場一致で次年度の理事・役員が可決されたとの

こと、大変おめでとうございます。これから長谷川会長

エレクトが次年度に向かって、いろいろと進めていくと

思います。皆様の総力で是非次年度も素晴らしいク

ラブの例会をお願いしたいと思います。 

 

 

長谷川 真也 会長エレクト 

本日の年次総会において次年度の理事・役員の

ご承認をいただきましてありがとうございました。 
これから被選理事会が始まっていく段階になりまし

た。松井年度からのバトンを受け取り、自分の年度を

しっかりしていかなければならないと思っています。 
松井会長はすごく目の届く方だと思います。私もせ

っかくだったら何かやりたいと思っています。コストの

面、事業の面、何かひとつでも自分の年度に行い、

思い出に残る年度にしたいと思います。50 名以上の

会員がいます。ひとりひとりが「長谷川年度にはこれ
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をやった」と思える年度にしたいと思います。 
ガバナーの件は私も賛成です。しかし、まずはガ

バナーについて皆で検証していき、今後北クラブが

ますます発展するようにしたいと思います。 
残念なのは、私が入会したときには例会場の席が

いっぱいだったのですが、出席が少ない寂しい年次

総会だったことです。 
皆様とともに何かやりたい、改革もしたいと思いま

す。改めて申しますが、本日はありがとうございまし

た。 
 

 

 

 

 

 

 

吉澤 晴雄 会長ノミニー 

ノミニーの話をいただき、ふたつ返事とはいきませ

んでしたが、ロータリーに入会する以上はいつかはや

ると覚悟をしていました。 
会長をなされていない諸先輩方がいらっしゃる中、

入会 11 年目の私に声をかけていただきありがとうご

ざいます。やるからには北クラブの発展のため、一生

懸命に精進するつもりです。 
受けた以上、2 年後の構想を描きますが、その矢

先にガバナーの話が出てきました。私の年度からい

ろいろと始まってくると思います。地区に出る方も今ま

でのように 2、3 名とはいかず 10 名、20 名が行くこと

になると思います。全員が地区に行くつもりで勉強し

取り組んでいかないと輩出できないと思います。 
私も肝に銘じていきますが皆様も肝に銘じていた

だきたいと思います。チーム一丸となってやっていき

たいと思いますので、よろしくお願いいたします。 
最後に、私の年度でジュニア甲子園が 10 回大会

になりますが、これだけは派手にやらせていただきた

いと思います。 
 
 

      
・本日の年次総会、よろしくお願いします。 
                          松井昭夫 
・本日年次総会です。よろしくお願い致します。 
                          須賀篤史 
・誕生祝いありがとうございます。 
            宮﨑敏博・稲垣勝三・鈴木英男 
・松井会長、須賀幹事、前期ご苦労様でした。後期

も気張って下さい。               岡﨑勲 
・本日の年次総会、よろしくお願いします。 
            小林操・長谷川真也・関森初義 
            小林光則・松﨑義一 
・今年もあと少しで終わりです。暮れの準備や正月

の準備で大変です。             石井知章 
・いつも欠席ですいません。来年はがんばって来ま

す。                       髙橋陽一 
・またまた寒くなってきました。今月も、もう一度雪が

降って欲しいですね。            一柳昌利 

・本年は大変お世話になりました。      本間孝 
・今日は忠臣蔵の日ですね！人に恨まれないように

生きましょう！                 大熊正行 
・長い間欠席申し訳ございません。おかげ様で 6 ヶ

月になりました。本日、国際旅行の締め切りです。ど

うぞご協力お願いします。          丸林綾子 
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・寒い季節です、体調管理をしっかり。  堀野眞孝 
・本日もよろしくお願いいたします。    髙瑠美子 
・世界平和の為に。              市川洋和 
・世界平和の為に。スマイルご協力よろしくお願いし

ます。                      大濱裕広 
・そろそろ復活いたします。         星野敦鋭 
・本年も残すところわずかです！本日もよろしくお願

い申し上げます。日々、奉仕の気持ちを大切に。 
                           新沼徹 
・二度目のエジプト観光から 11 日帰国しました。現

在、エジプトは極端に観光客が少なく、おかげでゆ

ったり見学でき、大変楽しい旅ができました。最後の

日、カイロでツタンカーメン王の黄金のマスクとコプト

派の古い教会を見て帰国。翌日、その教会がテロで

爆破され、多くの死者と負傷者が出たことを後で知り、

人生先のことは何が起こるか解らないのが現実だと

実感しました。                 鈴木由也 
 

出席報告 
会員数            51 名 
出席免除者         14 名 
出席者            35 名 
欠席者            16 名 
出席率            74.5% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第 1983 回例会 

家族同伴クリスマス例会 
平成 28 年 12 月 22 日 

於 ベルヴィ・ギャザホール 
 
プログラム 
 
1.第 1983 回例会 
 
2.クリスマス会 

開 会 挨 拶  太田靖彦親睦活動委員長 
挨     拶  松井昭夫会長 
落     語  ダイアン吉日様 
乾     杯  大熊正行直前会長 
大福引抽選会 
バルーンショー ダイアン吉日様 
きよしこの夜 手に手つないで 
         ソングリーダー 今井英治会員 
終 了 挨 拶 長谷川真也会長エレクト 

 
 

 
松井 昭夫 会長 

松井会長よりクリスマスにまつわる卓話を頂戴しま

した。 
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須賀 篤史 幹事 
次週の例会開始時間変更の報告がありました。 

 

 
クリスマス会開会挨拶 

太田靖彦親睦活動委員長 
 

 

ダイアン吉日様の落語で 
場が和みました 

 

 
乾杯 

大熊 正行 直前会長 
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楽しい宴席の様子（＾＾） 
 

 

ご挨拶 
小林操ガバナー補佐 

中澤伸浩ガバナー補佐幹事 
 
 

 
会員へのクリスマスプレゼントは大抽選会で！ 

 

 

サンタさんから子供たちへプレゼント 
 

 
 
 

 
恒例の手に手つないで 
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ソングリーダーは今井英治会員 
 

 

終了挨拶 
長谷川 真也 会長エレクト 

 

 
楽しいクリスマス会になりました 

 
 

 

第 1984 回例会 

年末会員交流会 
平成 28 年 12 月 28 日 

於 瑠璃空間スタジオ（佐藤要会員ご自宅） 

 
会長挨拶   松井 昭夫 会長 

松井会長より、この半年間への感謝のお言葉があ

りました。 

 

幹事報告   須賀 篤史 幹事 
・1 月のロータリーレートは 116 円になります。 
・八潮みらい RC より創立 5 周年記念式典の案内が

届いております。 
・IM の出欠表を昨日 FAX しましたが、1 月 15 日ま

でにご返送下さい。 
 

・新入会員の伊藤純さんですが、特に異議申し立て

がございませんでしたので入会手続きに入ります。 
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乾杯挨拶 
太田 靖彦 親睦活動委員長 

 

 

乾杯！ 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

お酒を嗜みながら交流を深めました 
 

 
井谷さんとコリンさんによるスペシャルライブ！ 
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松井会長も熱唱！！ 

 
 

 

井谷さんの美しいピアノの調べ 
 

 

杉山さんも熱唱！！！ 
 

 
 

 

長島会員のお孫さんにも飛び入りで 
演奏して頂きました♪ 
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