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会長卓話 

 
松井 昭夫 会長 

皆さま今日は 10 月 23 日越谷市民まつりにご協力

頂きまして有難うございます。本日は浪江ロータリーク

ラブ、吉田俊哉会長様はじめ多くの会員の皆様にご

訪問頂きまして誠にありがとうございます。浪江ロータ

リークラブ様とは、これからもお互いに協力しあいなが

ら強い絆を築いていきたいと思って居りますので、宜

しくお願い致します。 
浪江ロータリークラブ様に置かれましては、東日本

大震災で甚大な被害を受けておりますのに心苦しい

処ではありますが、東日本大震災の別の被災地での

地区補助金事業は、4 日に気仙沼市役所で人引車

10 台の贈呈式が行われ、翌日その人引車を活用し

た避難訓練に参加して参ります。本来でしたら、浪江

ロータリークラブ様に、最優先でこのような事業をしな
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くてはいけない処ではありますが、お許しを願いたい

と思います。 
さてそれでは、それにまつわる気仙沼の話のコラム

がありましたのでお話をさせて頂きたいと思います。

新日鐵住金会長、宗岡正二さんが気仙沼を訪れた

時の明日への話題からです。 
先般、自称「気仙沼の漁師」こと畠山重篤さんを訪

ねました。氏は今年 73 歳、宮城県の気仙沼湾で牡

蠣、ホタテの養殖業を営んでいる。赤潮に襲われた

海の再生に向け、「森は海の恋人」という。植林活動

始め、2012 年には国連より森林保全に貢献のあった

「フォレストヒーローズ」、に選ばれた。豊かな海の幸

に不可欠なプランクトンの生育には鉄分が欠かせな

いが、その鉄分を吸収されやすい形状で海まで運ん

でいるのが森の広葉樹の腐葉土から生成される物質

だと知り植林活動を始めたのだという。東日本大震災

では仕事場、船、養殖用筏を失い、最愛の母上まで

失った。海の生物も姿を消したが、数ヶ月後には姿を

見せ森は健全なら海も甦ると確信したという。 
震災後、ルイ・ヴィトン社から彼に連絡があった。同

社の初代ヴィトン氏は森に住み木箱製作からビジネ

スを始めたが、その森を愛した職人の五代目当主か

ら森を守る職人への支援の申し出だった。意気投合

した二人は両国を往来する間柄になったという。 
彼は豊かな海の追求のために、欧州の牡蠣生産地

や豪州の鉄鉱山まで訪れている。また、三陸の「リア

ス式」はスペイン北西部大西洋岸の地形からきた名

称で「潮入り川」に由来することや、その地にあるカト

リックの聖地と巡礼のシンボルが帆立貝であることに

魅かれて訪れたスペインでは、同地にも「森は海のお

ふくろ」という表現があることを知り驚いたそうだ。 
彼の輝く瞳は少年のような好奇心、たゆまぬ探究心、

そして世界を駆け巡る実行力が若さの秘訣だと教え

てくれる。「好奇心さえ失わなければ、人生は実に楽

しい」と言う畠山さんは間違いなく「人生の達人」だと

言えますね。 

人間はやはり海から生まれてきたのではない

か？ ナトリウムがないと生きて行けない！海をこ

れからも、大事にして行きたいものですね。 
 

結婚・誕生祝い 

 
誕生祝い 石井 知章  会員 

       小林  操  会員 

        江口 公晴 会員 

       市川 洋和 会員 

結婚祝い  鈴木 英男  会員 

黒田 幸英  会員 

お客様紹介 

 
浪江ロータリークラブ 
会長 吉田 俊哉 様 

  皆様こんにちは、福島県浪江ロータリークラブ本年

度会長の吉田俊哉です。次年度会長も吉田なので

吉田年度は、二年続きますので引き続き宜しくお願

いします。 
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青少年交換留学生 
Colin（コリン） 様 

皆さんこんにちは、私は 10 月 15 日ロータリークラ

ブの友達と、上野・浅草・お台場に行きました。30 日

Halloween Party をしました。とても素晴らしく楽し

かったです。有難うございました。  
  
幹事報告 

 
須賀 篤史 幹事 

・熊本県 RI2720 地区前田ガバナーより地区大会ゴ

ルフで募った義援金の御礼が届いております。 

・地区より RYLA 研修参加者募集の案内が届いてお

ります。 

・越谷 RC より 11 月の例会予定が届いております。 

・越谷市交通安全対策協議会より平成 28 年度越谷

市交通安全市民大会の案内が届いております。 

・本日事務局杉山さん、伊丹さんへ 10 月分の給与を

お支払い致しました。 

・11/12-13は地区大会です。13日は越谷コミュニティ

センターにて登録開始は12時ですので遅くとも12
時半までにはお集まり下さい。 

・11 月のロータリーレートも 102 円となっております。 

 

 

 

委員会報告 

 

社会奉仕委員会  大濱 裕広 委員長 

① 市民まつりご協力ありがとうございました。 

② 11 月 4 日～5 日地区補助金事業で気仙沼に行

ってまいります。 

 

 

第 8 グループ ガバナー補佐  小林 操 会員 

① 11 月 12 日～13 日にて地区大会が開催されま

す。 

② 2017 年 6 月米国アトランタ大会が開催されます

ので、ご早目にご登録お願いします。 

 

 

ロータリー財団委員会  江口 公晴 委員長 

11 月は、ロータリー財団月間です。ロータリーレート

は、1＄￥102-ですので￥25,500-以上のご寄付で、

お願いします。上限はございません。 
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卓  話 

 

青木 清 会員 

 

「 私のロータリーライフ 」 
 
【越谷北ロータリークラブの成り立ち】 
越谷ロータリークラブの 15 周年（41 年前）の

記念事業として新クラブを創るとして、南クラブ

設立から 1 年後に桃木俊平特別代表のもと準備に

入り数カ月後の 1976 年（昭和 51 年）5 月 11 日

に越谷北クラブ創立総会。翌年 4 月 17 日認証状

が伝達され RI の一員となりました。この時、越

谷ロータリークラブ 37 名がキーメンバーとして

移ってきました。 
 
【入会の動機～創立期のロータリー】 
越谷ロータリークラブに居た兄の推薦準備委員

会になった設立総会を経て、越谷北ロータリーク

ラブの一員となりました。この設立総会（越谷パ

レス会館）の時、山口ガバナーより約 20 数名一

人一人にバッチを付けてもらいました。創立期は、

キーメンバーが主体となり活動していましたが、

私自身何も判りませんでした。 
 
【当時のロータリー】 

RI とクラブが直結という事で地区がありまし

たが、それぞれのクラブに特徴がありました。 
当時は今の IM の様な区分総会が情報源であっ

たと思います。先輩方の努力で 3 年目には海外香

港クラブを訪問した事が想い出に残っています。

現在は地区の指導など多くなり、各クラブの特徴

が減り、同じようなクラブが多くなってしまった

気がしています。 
奉仕部門では 4 つに分けられ、ロータリーの目

的と同じ 4 大奉仕の中でロータリーの根幹は職業

奉仕と言われていました。 
 
【ロータリーの奉仕】 
ロータリーの奉仕は仕事を通じての奉仕と言われ

ています。 
4 つのテスト 
1、真実、真理、本質 
2、公平 
3、好意友情 
4、みんなの為 
私はこの 4 つを心掛けてロータリーに参加してい

ます。 
 
【私にとってのロータリーとは】 
社会の縮図であるのがロータリー。色々な事を

学ぶ事が出来るお陰で、会員仲間と心豊かで幸せ

な人生を送る事が出来る事に感謝しています。 
若い時、山に入る仕事が多く、世間知らずだっ

た私がロータリーによって楽しく勉強させてもら

い本当に良かったです。 
私の卓和はこのような感じですが、時代と共に

変化していく今後がどうなっていくか？はわから

ないのがチョット淋しい気もしますが、アメリカ

で生まれた自由と民主主義を信じて生きていきま

す。 
 

http://koshigayakitarc.dyndns.org/�


週報                                       2016-2017 国際ロータリーテーマ 
第 2770 地区 第 8 グループ                            “人類に奉仕するロータリー” 

              ＲＩ会長 ジョン F.ジャーム 

越谷北ロータリークラブ    
「高潔さを持って、奉仕と・親睦に・友情を」   2016-2017 松井 昭夫会長 提言 

ホームページアドレス http://koshigayakitarc.dyndns.org/ 
5 

 

      
・浪江ロータリークラブ会長吉田俊哉様、幹事泉田

様、直前会長中西様、パスト会長重富様、会長エ

レクト吉田様、ようこそ。 
・青木様卓話宜しくお願いします。 

松井 昭夫 
・浪江ロータリークラブの皆様、ようこそ。 
・青木さん、卓話よろしくお願い致します。 

須賀 篤史 
・新年度の、表敬訪問ですが少し遅くなってすみま

せんでした。貴クラブの友情と支援に、感謝します。

今後ともよろしくお願いします。 
吉田 俊哉 
他全 5 名 

・朝晩は、めっきり寒くなりました。風邪を惹かない

様に！！ 
                        太田 靖彦 
・ここのところ、欠席がちですみませんでした！ 
                        中澤 伸浩 
・スマイルのご協力いつも、ありがとうございます。

大濱 裕広 
・寒くなりました。本日もよろしくお願い致します。       

髙 瑠美子 
・怪我で、2ヶ月間休ませていただきました。今月か

ら、また出席させていただきます。よろしくお願い

いたします。 

櫻井 智之 
・コリンちゃん 1 年間ガンバッテ 

髙橋 正美 
・浪江 RC の皆さんようこそ。 
・誕生日祝いありがとう 

小林  操 
・陽気のせいか葬式が、後々入り来週月曜日まで

通夜、葬儀が続いています。 
 

・誕生祝有難うございます。 
石井 知章 

・浪江 RC の会長吉田様はじめ、ようこそお越しい

ただきました。また、40 周年記念式典には、あり

がとうございました。 
関森 初義 

・浪江 RC の吉田会長を、始め多くの会員の方よう

こそいらっしゃいました。 
青木 清 

・次回欠席します。   
太田 靖彦 

・結婚祝い有難う御座います。 
      市川 洋和・黒田 幸英 

・誕生祝いありがとうございます。 
・R財団寄付の、ご協力よろしくお願いいたします。             
                        江口 公晴 
・青木さん卓話よろしくお願いします。 

稲垣 勝三・鈴木 由也・小林 光則 
小宮山 大介 

 ・浪江 RC の皆さんようこそ！！ 
 ・青木さん卓話楽しみにしております。 

木村 二夫・大熊 正行・丸林 綾子 
・浪江 RC の皆さんようこそいらっしゃいませ。 
・コリン様いらっしゃいませ。 

松﨑 義一 
・結婚記念日有難うございます。 
・青木 清会員、本日の卓話よろしくお願い致しま

す。 
・浪江ロータリークラブの皆さんいらっしゃいませ。 

鈴木 英男 
出席報告 

会員数            51 名 
出席免除者         14 名 
出席者            39 名 
欠席者            12 名 
出席率            81.3 % 
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越谷北ロータリークラブ親睦ゴルフコンペ 

平成 28 年 11 月 9 日（水）曇り空のもと 
千葉カントリークラブ 川間コース 

開催されました。 
 

 
松井 会長 挨拶 

 
 
 

 
ルール説明 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 参加メンバー 

 
 
 

 
集合写真 
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