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認証状

ロータリーの綱領は、尊ぶべき事業の基
礎として奉仕の理想を奨励かつ育成し、
特につぎの事項を奨励育成するにある。

1． 奉仕の一つの機会として、知り合いを
広めていくこと。

2． 職業上の高き道徳的基準、すべての有
用な職業の価値あることの認識、そし
て社会に奉仕する好機としての各自の
業務を各ロータリアンにより権威あら
しめること。

3． 各ロータリアンは、その個人生活、職
業生活、社会生活の別なく、つねにこ
れに「奉仕の理想」を適用すること。

4． 「奉仕の理想」に結ばれた職業人の世
界的親交によって、国際間の理解と友
情と平和とを促進すること。

ロータリーの綱領

　　言行はことに照らしてから

1．真実かどうか

2．みんなに公平か

3．好意と友情を深めるか

4．みんなのためになるかどうか

四つのテスト

ポール・ハリス
（1868 ～ 1947）
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クラブ紹介
1．クラブ略歴
　創立総会 昭和 51 年 5月 11 日　　越谷市“パレス会館”において
　RI 加盟承認 昭和 51 年 5月 26 日　　（第 357 地区内第 60 番目）
　創立時メンバー 26 名
　創立時ガバナー 山口　大
　スポンサークラブ 越谷ロータリークラブ
　特別代表 桃木俊平
　認証状伝達式 昭和 52 年 4月 17 日　　越谷市立栄進中学校において

2．区域限界
　越谷市の内、ことぶき橋から地蔵橋に至る国道 16 号線及びその地点から元荒川上流に至る北部の区域。
　（創立当時区域内人口約 7万人）
　
3．例会場
　会　　　場 〒 343-0042  埼玉県越谷市千間台東 1－ 1－ 6　クオレせんげん台 2階
　例　会　日 毎週　水曜日
　時　　　間 12 時 30 分より 13 時 30 分

4．歴代会長
 初 代会長 中川　隆司 昭和51年～52年

 2代目会長 松永　松男 昭和52年～53年

 3代目会長 橋本　敏章 昭和53年～54年

 4代目会長 石川　　尚 昭和54年～55年

 5代目会長 森　　紀二 昭和55年～56年

 6代目会長 中川　脩一 昭和56年～57年

 7代目会長 宇田川芳行 昭和57年～58年

 8代目会長 眞々田照雄 昭和58年～59年

 9代目会長 小林　政一 昭和59年～60年

10代目会長 宮尾三四郎 昭和60年～61年

11代目会長 鈴木喜之祐 昭和61年～62年

12代目会長 高　　鳳永 昭和62年～63年

13代目会長 山崎　勝朗 昭和63年～平成元年

14代目会長 青木　　清 平成元年～2年

15代目会長 市川　光洋 平成2年～3年

16代目会長 石川　一男 平成3年～4年

17代目会長 稲垣　勝三 平成4年～5年

18代目会長 石川　幸夫 平成5年～6年

19代目会長 青木　康國 平成6年～7年

20代目会長 小河内梅幸 平成7年～8年

21代目会長 上床　和秀 平成8年～9年

22代目会長 豊田　　昇 平成9年～10年

23代目会長 西本　好郎 平成10年～11年

24代目会長 岡﨑　　勲 平成11年～12年

25代目会長 小林　光則 平成12年～13年

26代目会長 辺見八十宣 平成13年～14年

27代目会長 木村　二夫 平成14年～15年

28代目会長 小林　　操 平成15年～16年

29代目会長 中村　義雄 平成16年～17年

30代目会長 安井　　晃 平成17年～18年

31代目会長 太田　靖彦 平成18年～19年

32代目会長 黒田　幸英 平成19年～20年

33代目会長 関森　初義 平成20年～21年

34代目会長 長島　洋一 平成21年～22年

35代目会長 堀野　眞孝 平成22年～23年

36代目会長 宮﨑　敏博 平成23年～24年

37代目会長 一柳　昌利 平成24年～25年

38代目会長 石川　輝次 平成25年～26年

39代目会長 松﨑　義一 平成26年～27年

40代目会長 大熊　正行 平成27年～28年

5．創立 5周年記念例会
　　昭和56年5月24日　越谷市大袋幼稚園において

6．創立 10 周年記念式典
　　昭和61年4月16日　越谷コミュニティセンターにおいて

7．創立 15 周年記念式典
　　平成3年5月11日　浦安市ホテルベイ・シェラトンにおいて

8．創立 20 周年記念式典
　　平成8年5月11日　越谷コミュニティセンターにおいて

9．創立 25 周年記念武典
　　平成13年5月12日　越谷コミュニティセンターにおいて

10．創立 30 周年記念式典
　　平成18年5月13日　浅草ビューホテルにおいて

11．創立 40 周年記念式典
　　平成28年5月14日　浦和ロイヤルパインズホテルにおいて
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40周年記念式典式次第

創立40周年記念式典次第　浦和ロイヤルパインズホテル
式典 司会　堀野　眞孝　　鷹島　綾子

13：00 登録  
13：55 調印式（安養冠岳ロータリークラブ）  
14：00 点鐘 会　長　大熊  正行  　
 物故者会員弔意（黙とう）  
 開会の辞 副実行委員長　長谷川 真也  　
 国歌斉唱（君が代及び韓国国歌） ソングリーダー　今井  英治  　
 ロータリーソング斉唱（奉仕の理想）  
14：15 来賓紹介及び来訪クラブ紹介 会　長　大熊  正行  　
14：25 実行委員長挨拶 実行委員長　関森  初義  　
14：30 会長挨拶 会　長　大熊  正行  　
14：35 記念事業発表 記念事業部委員長　小林  　操  　
14：40 記念品贈呈 会　長　大熊  正行  　 
14：50 来賓祝辞 RI2770 地区　ガバナー　井原  　實  様
   越谷市長　高橋  　努  様
15：00 姉妹クラブ挨拶 RI3750 地区　安養冠岳ロータリークラブ　会　長　河  　萬榮  様
15：05 友好クラブ挨拶 RI2530 地区　浪江ロータリークラブ　会　長　中西 總一郎  様
15：10 祝電披露 幹　事　会田  謙二  　
15：20 閉会の辞 会長エレクト　松井  昭夫  　
 点鐘 会　長　大熊  正行  　
   

基調講演 講演者　衣笠　祥雄　様

15：30 開演  
 「野球から学び、教えられたこと　　自分に勝ってこそ “人生の鉄人 ”」 

16：30 終演  
 花束贈呈  
   

祝賀会 司会　山本　正乃

17：00 開会の辞 記念式典部委員長　宮﨑  敏博  　
17：05 乾杯 越谷ロータリークラブ　パストガバナー　井橋  吉一  様
17：20 越谷北ロータリークラブ 40周年の歴史  
17：40 アトラクション  
 「ものまねジェットコースター」  ノブ＆フッキー  様
18：40 中締め 直前会長　松﨑  義一  　
18：45 ロータリーソング（手に手つないで） ソングリーダー　深野  秀樹  　
18：50 閉会の辞 総務部副委員長　鈴木  英男  　

“鉄人”とも称され、数々の記録を樹立した元・広島東洋カープの名選手。高校野球の名門・平安高校から広島東洋カープに入団。
1987年の現役引退までチームの優勝などに大きく貢献した。また、連続出場2,215試合という大記録を樹立する。
1987年　国民栄誉賞を受賞。1996年　野球殿堂入り。
■職歴・経歴
1947年生まれ。京都府出身。
1965年　平安高校から広島東洋カープ入団。
入団4年目にして一塁のレギュラーポジションを獲得、以後1970年秋から連続試合出場記録をスタートする。厳しいコーナー
を責められ161回もの最多死球を受けながらケガを押しての出場も度々、1987年2,215試合連続出場記録を最後に引退した。
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式　辞
越谷北ロータリークラブ

会　長　大 熊 正 行

本日は、越谷北ロータリークラブ創立 40周年記念式典へ、公私にわたり大変ご多用中にもかかわらず、越谷
市長高橋努様をはじめ、多くの御来賓の皆様方にご臨席を賜り、誠にありがとうございます。
また国際ロータリー第 2770 地区ガバナーの井原實様、歴代パストガバナーの皆様、姉妹提携クラブ韓国第

3750 地区安養冠岳ロータリークラブ会長河
ハ

萬
マン

榮
ヨン

様をはじめ会員の皆様及びご家族の皆様、友好クラブであります
第 2530 地区、福島県は浪江ロータリークラブ会長中西總一郎様をはじめといたします会員の皆様、2770 地区役
員の皆様、そして第 8グループ内外よりこのように多数のロータリアンの友情あふれるご臨席に対し、心から感謝す
ると共に厚くお礼申し上げます。
越谷北ロータリークラブは、40年前の1976 年 5月11日スポンサークラブ越谷ロータリークラブの好意と友情のも

とに26名の会員で産声をあげました。1976 年、昭和 51 年当時の世相や時代背景を少しだけ振り返りますと、
年明け早々の1月には、クロネコヤマトの大和運輸が、世に宅急便サービスをスタートさせ、そして2月には、ロッキー
ド事件が発覚し、のちに時の田中角栄前首相が逮捕されました。その関連で、この年の流行語が、「記憶にござ
いません」「灰色高官」「ピーナッツ」そして黒幕や闇のドンでもあった、児玉誉士夫氏を指して言われた「フィク
サー」という言葉が選ばれました。旧ソ連のミグ25亡命事件があったのもこの年でした。夏にはモントリオールオリンピッ
クでコマネチ選手が10点満点を連発し、秋にはプロ野球では、監督就任 1年目の前年に球団史上初の最下位
からの第 1期長島巨人の優勝！大相撲では、北の海と輪島が優勝を分け合っていた時代でした。
そして経済に目を向けますと、昭和 48年の世間を騒がせた、オイルショックによる狂乱物価と経済不況もようや

く落ち着きを取り戻し、景気回復に向かい始めた頃でした。
そんな年の設立から11年後の1987～ 88 年期には、国際ロータリー第 3750 地区韓国安養冠岳ロータリーク

ラブと姉妹提携を結び、毎年交互に訪問して親交を深めています。その後、1996 年には、当時浪江ロータリーク
ラブ管内にあります双葉町出身の会員を通じて、国際ロータリー第 2530 地区福島県は、浪江ロータリークラブと友
好提携を結びました。あれから早20年の歳月が流れ、今年度は、節目の友好締結20周年を迎えることとなりました。　
振り返りますと、20年前の1996 年という年は、前年の1995 年に阪神・淡路大震災が発生し兵庫県南部を

中心に甚大な被害を及ぼしました。また、地下鉄サリン事件が起きたのも同じ年でした。そんな中、もし首都圏で大
きな地震や災害に見舞われた際に避難や救援の為の相互扶助と交流親睦を目的として、浪江ロータリークラブと
の友好クラブ締結を、20年前の正に越谷北ロータリークラブ創立 20周年記念式典の席上で調印を交わしました。
皮肉にも、先に被災に合ってしまったのは、浪江ロータリークラブの方でした。東日本大震災により多大な被害を受け、
福島第一原子力発電所の事故により、今もなお「帰還困難区域」の解除がなされず、クラブ会員は福島県内
外に避難したまま故郷に帰ることができません。
一日も早い復興と帰還を願うばかりです。今日までの40年間を顧みますと幾多の変遷を経て越谷北ロータリーク

ラブもクラブ運営・活動をして参りました。最大ピーク時には、70名に迫るほどに増えた会員もその後、60名から
50名強の会員数を維持して参りましたが、10年ほど前には会員数は45名にまで減少してしまいました。その後、
会員一同が危機感を持ち、再び50数名にまで増強し今年度は60名に届こうかという状況であります。人生山あ
り谷あり、ロータリー活動も同じと思います。先輩諸兄がこれまでに築かれました良き伝統を大切にし、40年を通過
点と思い、来るべく50周年、60周年に向けて更に前を向きロータリー活動に邁進していく所存であります。創立
40周年の意義深い本日を機に、私ども会員は、今までの貴重な歴史を振り返り、ロータリーの基本理念のもと地
域社会に奉仕活動を展開していくために会員増強に努め、友愛と親睦を深めていく所存です。結びに本日ご臨席
いただきました御来賓、ロータリアンをはじめとする皆様方に感謝し 今後とも相も変わらぬご指導、ご支援を切にお
願い申し上げます。 皆様のご健勝とご多幸を祈念し式辞といたします。 本日は、誠にありがとうございました。
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創立40周年実行委員長あいさつ
越谷北ロータリークラブ

実行委員長　関 森 初 義

皆様、ようこそ越谷北ロータリークラブ創立 40周年式典にお越し頂き、心より感謝申し上げ

ます。

本日は、ご多用にもかかわらず、越谷市長高橋努様、越谷市議会議長橋詰昌児様をはじ

め多くの皆様、また第 2770 地区ガバナー井原實様、パストガバナー坂巻幸次様をはじめ多く

のロータリアンの方々のご臨席を賜り、心より厚く御礼申し上げます。

当クラブは、1976 年 5月11日に越谷ロータリークラブをスポンサークラブとして創立され、今

年で40周年を迎えることが出来ました。

チャーターメンバーの方々のご尽力はもとより、多くの先輩諸氏による歴史と伝統を育み構築

され、現在に至ります。その間、多大な奉仕事業は今も受け継がれ、地域社会、国内外のロー

タリークラブとの連携により、それは年々活発の一途をたどるこの頃です。そのパートナーとして、

姉妹クラブである第 3750 地区韓国安養冠岳ロータリークラブ、友好クラブである浪江ロータリー

クラブとの絆は、より強く結ばれています。

今後、より一層の活動を推進することで、地域、国内外の人々に奉仕の輪を広げることを、

この創立 40周年にあたり新たな出発点とし、前進して参ります。

最後に、ご参会の皆様のご発展、ご多幸を心よりご祈念申し上げます。さらに、当クラブに

対して、これからも宜しくご教示賜りますよう切にお願い申し上げまして、実行委員長のあいさ

つとさせて頂きます。
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祝　辞
国際ロータリー第2770地区

ガバナー　井 原 　 實

越谷北ロータリークラブは、1976 年 5月11日に越谷クラブ、越谷南クラブに次ぐ越谷市内

の3番目のロータリークラブとして誕生しました。本日、ここに創立 40周年記念式典が大熊正

行会長のもと、かくも盛大に挙行されますこと、誠におめでとうございます。地区内 2,600 名

の会員を代表してお祝いを申し上げます。

山口大ガバナー年度に、越谷ロータリークラブをスポンサークラブとして桃木俊平特別代表の

下に創立されました。創立時の期末の会員数は37名でした。1989年には会員数65名でピー

クを迎えていますが、今年度は57名でスタートし、今年の2月には1名減少した56名となっ

ています。

クラブは、1987 年 6月14日に獨協埼玉高等学校インターアクトクラブを発会し、以来イン

ターアクトクラブとの交流を継続しています。韓国 3750 地区との研修生の交換を行い国際交

流もしていらっしゃいます。1988 年 4月1日には韓国 3750 地区の安養冠岳RCと姉妹クラ

ブを締結し、相互に子弟交換、周年事業参加などを通じて交流し国際理解を深めています。

1996 年 5月11日には会員の縁故で、RI第 2530 地区の浪江RCと友好クラブを締結しまし

た。当初は交流と親睦、関東で震災等が起きた時応援する相互危機管理を目的としていまし

たが、東日本大震災以後は、地区補助金を使って復興支援をしています。地域においては、

越谷市民まつりへの参加、越谷ジュニア甲子園大会を企画して23の中学校が参加するなど、

活発に事業をしていらっしゃいます。

特筆すべきは、ロータリー財団の未来の夢計画が開始されて以後の6年間に、鈴木英男

会員、小林操会員、宮﨑敏博会員と3人もの、地区のロータリー財団部門委員長を輩出なさっ

ていることです。40年の歴史を持ち、50名以上の会員数が有り、ロータリー財団の補助金の

エキスパートが3人もおられるクラブですから、今後は、グローバル補助金を使った大規模な国

際奉仕事業を起こされて、地区内の国際奉仕事業をリードしていくクラブになって頂くことをお

願い申し上げて、お祝いの言葉とさせて頂きます。本日は誠におめでとうございます。

「世界へのプレゼントになろう！　Be a gift to the world!」
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創立40周年を祝して

越谷市長　高 橋 　 努

このたび、越谷北ロータリークラブが創立 40周年の佳節を迎えられましたことに、心からお祝

いを申し上げます。

昭和 51年 5月に創立された貴クラブは、会員の皆様がそれぞれの生業を営みながら、「寺

子屋建設活動」や越谷ユネスコ協会の設立にお力添えをいただくなど、社会奉仕活動の先

頭に立ってこられました。さらには、越谷市民まつりへの参画や、越谷ジュニア甲子園野球大

会の開催などを通して、明るく豊かな地域社会づくりにご尽力いただいております。

ここに40年にわたる歴史と伝統を築いてこられた歴代会長をはじめ、会員の皆様の熱意と

ご努力に衷心より敬意を表しますとともに、深く感謝を申し上げます。

さて、本市では、今年度から第 4次越谷市総合振興計画後期基本計画をスタートさせました。

この計画では、重点戦略の一つに、「地域の協働推進プロジェクト」を掲げ、市民の皆様の

参加と協働によるまちづくりを進めております。今後も、33万人を超えるすべての市民の皆様

が安全、安心、そして、いきいきと暮らせるまちづくりを全力で進めてまいりますので、皆様の

一層のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

結びにあたり、越谷北ロータリークラブがこの40周年という輝かしい歴史を礎に、さらに飛躍

されますよう、そして、会員の皆様のさらなるご健勝とご多幸を心からご祈念申し上げ、お祝い

のことばとさせていただきます。
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祝　辞
RI3750地区　安養冠岳ロータリークラブ

会　長　河 　 萬 榮

尊敬する越谷北ロータリーの会長をはじめ、会員の皆様、さらにご家族と来賓の皆様、

こんにちは！

今回越谷北ロータリークラブが国際ロータリーに加入し、40 年になったことを心よりお祝いを

申し上げます。

安養冠岳ロータリークラブは1987 年 4月23日に国際ロータリーに加入し、今年 29 年にな

ります。クラブが創立した次の年である1988 年 4月1日に越谷北クラブと姉妹関係を結び、

今年 28 周年になります。お互いに友情を維持しています。

特に、2011 年から2012 年には越谷北クラブと一緒にフィリピン370 地区トギガラオロータリー

クラブに図書館建立のため支援金 5,000ドルを支援しました。

RI 会長であるラビンドランさんは「世界へのプレゼントになろう」と強調しています。 すべて

の人々は自分が持っている才能で世の中のために何かができると思います。その意味で私た

ちも世の中の贈り物になることができると思います。

ロータリーとは何ですか。平凡な人々が集まって素敵なことをするところだと思います。私は

今後とも我がクラブと越谷北クラブが一緒にボランティア活動を通じて世の中の贈り物になるこ

とを願います。

その間我がクラブは越谷北クラブと交流を通じて、お互いに親睦を図り、友情を分かち合い、

姉妹クラブとしての役割を充実してきました。2017 年には我がクラブが国際ロータリークラブに

加入し、30周年になります。30周年の記念式には越谷北クラブの皆様をご招待したいと思い

ます。是非、たくさんの皆様が韓国を訪問し、我がクラブの30周年記念式を祝ってください。

さらに、2016 年 5月29日にソウル世界大会への参加ため、韓国を訪問する越谷北クラブ

の会員様のためにパーティーを準備しています。たくさんの会員様とご婦人様の参加をお待ちし

ております。楽しい思い出を作って下さい。

尊敬する越谷北ロータリーの会長をはじめ、会員の皆様。さらにご家族と来賓の皆様 !

もう一度 越谷北ロータリークラブが国際ロータリーに加入し、40年になったことのお祝いを申

し上げます。そして、越谷北クラブの発展をお祈り致します。

地震の被害を受けた熊本県の犠牲者にも謹んで哀悼の意を表します。早く回復し、日常生

活に戻ることをお祈りいたします。ありがとうございます。
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祝　辞
RT2530地区　浪江ロータリークラブ

会　長　中 西 總一郎

越谷北ロータリークラブ 40 周年記念式典、誠におめでとうございます。

又、3月 26日には、浪江ロータリークラブとの友好クラブ締結 20 周年記念として、

記念碑を浪江町の例会場である、如水の敷地内に建立していただき、重ねて御礼と

御祝いを申し上げます。

20 年という節目ですが、人間でいえば成人式です。これからも、諸先輩方が築い

た友好関係を新たな気持ちで、私たちが末永く永遠に継続していきたいと思います。

いずれ、記念碑のある浪江町に帰還して通常のロータリー活動ができることを目標に

していきます。

私どもは、現在 2011 年 3月 11日の東日本大震災・東京電力第一原発事故で、

全ての会員が避難を余儀なくされておりますが、昭和 45 年 3月 2日に認証を受けて

以来、諸先輩方が築いてきた 47 年間の灯を絶やさぬよう、各地に分散している中で、

ロータリー活動をしております。これを支えてくださっていますのは、越谷北ロータリーク

ラブの皆様はじめ、多くのロータリアンの温かな好意と友情のおかげだと思っております。

越谷北ロータリークラブさんが歩まれた 40 年、皆様の伝統に育まれた奉仕の心が、

長い歴史と実績を背景に、今後も末永く確実に地域に根ざし、永遠に発展し続けるこ

とを祈念申し上げ、ご祝辞とさせて頂きます。本日は、誠におめでとうございます。
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40 周年記念事業
1．浪江復興祈念石碑の建立
2．創立40周年記念ポリオ撲滅チャリティーゴルフ大会の開催
3．ロータリー財団へ寄付金寄贈
4．米山記念奨学会へ寄付金寄贈
5．越谷市へ保健所設置記念品寄贈
6．越谷ユネスコ協会へ寄付金寄贈
7．ボーイスカウトへ寄付金寄贈
8．ガールスカウトへ寄付金寄贈
9．獨協埼玉高等学校インターアクト同好会へ寄付金寄贈

記念式典のスナップ

寄付金・記念品の贈呈（ガールスカウト）

井原實ガバナーの祝辞

寄付金・記念品の贈呈（獨協埼玉インターアクト）

越谷市長祝辞（市長代理  武藤副市長）
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姉妹クラブ挨拶（安養冠岳RC河会長）

大熊会長挨拶

懇親深まるクラブメンバーのテーブル①

懇親深まるクラブメンバーのテーブル③

友好クラブ挨拶（浪江RC中西会長）

関森実行委員長挨拶

懇親深まるクラブメンバーのテーブル②

懇親深まるクラブメンバーのテーブル④
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基調講演：衣笠祥雄 様 寄付金・記念品の贈呈（越谷市）

寄付金・記念品の贈呈（越谷ユネスコ協会）寄付金・記念品の贈呈（ロータリー財団）

寄付金・記念品の贈呈（ボーイスカウト）寄付金・記念品の贈呈（米山記念奨学会）

懇親深まるクラブメンバーのテーブル⑤ 懇親深まるクラブメンバーのテーブル⑥
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記念撮影（越谷北RC・安養冠岳RC・浪江RC）

手に手つないで

アトラクション : ノブ＆フッキー様

越谷北RC・安養冠岳RCによる調印式

松﨑直前会長中締め

安養冠岳RCの皆様による合唱懇親深まるクラブメンバーのテーブル⑦
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大熊会長挨拶

受付の様子

晴天微風・桜満開で春爛漫の絶好のゴルフびよりでした！

アテスト・プレーお疲れさまでした

平成28年4月6日㈬　千葉CC野田コース

越谷北RC創立40周年記念

ポリオ撲滅チャリティーゴルフ大会

小林操記念事業部長挨拶

懇親会・表彰式の様子
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大熊・中西 両会長による除幕

地元神社による祈祷

一日も早い復興を祈念します

石碑の文言は
「希望」

玉串奉奠

平成28年3月26日㈯　　福島県浪江町　ヴェルディングプラザ如水

越谷北RC創立40周年記念

浪江復興祈念石碑建立除幕式
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各年度の足跡（1976年～1981年）

1976 ～ 1977 SERVICE
I believe in Rotary
奉仕　ロータリーを私は信奉する

会長　中川隆司 幹事　橋本敏章
気楽に話し合えるロータリー
地域社会に密着したロータリー

1977 ～ 1978 SERVE TO UNITE MANKIND
全人類を結びつけるために奉仕せよ

会長　松永松男 幹事　森　紀二

会員の団結と融和

1978 ～ 1979 REACH OUT
手をさし伸べよう

会長　橋本敏章 幹事　小林政一

奉仕の機会はどこにでもある。目をそこに向けよう、心
をここに注ごう、それはいつでも、どこでも、だれにで
も・・・である。

1979 ～ 1980 LET SERVICE LIGHT THE WAY
奉仕の灯で道を照らそう

会長　石川　尚 幹事　髙𣘺正美

情熱と勇気と見識をもって

1980 ～ 1981 TAKE TIME TO SERVE
時間を捧げよう奉仕のために

会長　森　紀二 幹事　高　鳳永　

見なおそうロータリーの原点

会長 中川隆司 幹事 橋本敏章

会長 松永松男 幹事 森 紀

会長 石川 尚 幹事 髙𣘺正美

会長提言

会長提言

会長提言

会長提言

会長提言
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各年度の足跡（1981年～1986年）

1981 ～ 1982 World under standing and Peace
through Rotary
ロータリーを通じて世界理解と平和を

会長　中川脩一 幹事　石川一男

英知と実践
　奉仕のために

1982 ～ 1983

会長　宇田川芳行 幹事　青木康國

地域社会にロータリーの位置づけを・・・

1983 ～ 1984

会長　眞々田照雄 幹事　山口　明

ロータリーは出席から・・・
みんなで参加

1984 ～ 1985

会長　小林政一 幹事　市川光洋

人と人とのつながりや
人の心を大切にして

1985 ～ 1986 YOU ARE THE KEY
あなたが鍵です

会長　宮尾三四郎 幹事　武藤政雄

余韻の残る奉仕　

会長 中川脩 幹事 石川 男

会長 宇田川芳行 幹事 青木康國

会長 眞 照雄 幹

会長 小林政 幹事 市川光洋

会長 宮尾三四郎 幹事 武藤政雄

Build Bridges of Friendship
Throughout the world
人類はひとつ－世界中に友情の橋をかけよう

SHARE ROTARY
SERVE PEOPLE
みんなにロータリーを　みんなに奉仕を

DISCOVER A NEW
WORLD OF SERVIC
見つけよう奉仕の新生面

会長提言

会長提言

会長提言

会長提言

会長提言
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各年度の足跡（1986年～1991年）

1986 ～ 1987 Rotary Brings Hope
ロータリーは希望をもたらす

会長　鈴木喜之祐 幹事　山崎勝朗

価値ある奉仕をしよう。

1987 ～ 1988

幹事　青木　清

会員のひとりひとりが主役です。
明るくのびのびロータリアンらしさを

1988 ～ 1989 Put Life into Rotary Your Life
ロータリーに活力を－あなたの活力を

会長　山崎勝朗 幹事　小河内梅幸

広めよう奉仕の友を

1989 ～ 1990 Enjoy Rotary
ロータリーを楽しもう

会長　青木　清 幹事　田中東穂

ロータリーを楽しみながら学び、奉仕しよう

1990 ～ 1991

会長　市川光洋 幹事　豊田　昇
明日に向かって楽しく前進　

会長 鈴木喜之祐 幹事 崎勝朗

会長 青木 清 幹事 田中東穂

会長 市川光洋 幹事 豊 昇

ROTARIANS
United in Service-Dedicated to Peace
ロータリアン －奉仕に結束－平和に献身

HONOR ROTARY WITH FAITH
AND ENTHUSIASM（パウロ・コスタRI 会長）
ロータリーを高めよ　　

会長　高　鳳永　

会長提言

会長提言

会長提言

会長提言

会長提言
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各年度の足跡（1991年～1996年）

1991 ～ 1992 LOOK BEYOND YOURSELF
自分を超えた眼を

会長　石川一男 幹事　辺見八十宣

 「豊かな心で嬉しくなる奉仕を・・・」
1　出席の向上
2　会員の増強
3　新旧会員の交わり
4　単年度事業を大切に
5　会合時間にゆとりをもって

1992 ～ 1993 Real Happiness is Helping Others
まことの幸福は　人助けから

会長　稲垣勝三 幹事　岡﨑　勲

和
わ

顔
げん

で奉仕

1993 ～ 1994

会長　石川幸夫 幹事　国本富夫
調和のとれた、楽しい奉仕

1994 ～ 1995 Be a Friend
友達になろう

会長　青木康國 幹事　小林　操

少年の心でロータリーライフを

1995 ～ 1996 真心の行動 Act with Integrity
慈愛の奉仕 Serve with Love
平和に挺身 Work for Peace

会長　小河内梅幸 幹事　小林光則　
奉仕とは感動　－対価を求めず喜びを頂く－

会長 稲垣勝三 幹事 岡﨑 勲

会長 石川幸夫 幹事 国本富夫

会長 青木康國 幹事 小林 操

会長 河内梅幸 幹事 林光則

BELIEVE IN WHAT YOU DO
DO WHAT YOU BELIEVE IN
行動に信念を　信念は行動に　　　

会長提言

会長提言

会長提言

会長提言

会長提言
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各年度の足跡（1996年～2001年）

1996 ～ 1997

1997 ～ 1998

1998 ～ 1999

2000 ～ 2001

1999 ～ 2000

BUILD THE FUTURE WITH 
ACTION AND VISION
築け未来を－行動力と先賢の眼で

会長　上床和秀 幹事　山口正三　
楽しい例会・心の奉仕

会長 上床和秀

Show Rotary cares 
ロータリーの心

会長　豊田　昇 幹事　安井　晃

翔こう地域へ。広げよう奉仕の輪

Follow your Rotary dream
ロータリーの夢を追い続けよう

会長　西本好郎 幹事　木村二夫

理想は高く、行動は足もとから

ROTARY 2000: ACT WITH
CONSISTENCY,CREDIBILITY,
CONTINUITY
ロータリー 2000 活動は、堅実、信望、持続

会長　岡﨑　勲 幹事　一柳昌利 ロータリーに夢を、奉仕、現成、心豊かに

CREATE AWARENESS
TAKE ACTION
意識を喚起し進んで行動を

会長　小林光則 幹事　千葉千秋　
明日にかけようロータリーの橋

会長 林光則 幹事 千葉千秋

会長提言

会長提言

会長提言

会長提言

会長提言
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各年度の足跡（2001年～2006年）

2001 ～ 2002

2002 ～ 2003

2003 ～ 2004

2004 ～ 2005

2005 ～ 2006

MANKIND IS OUR BUSINESS
人類が私たちの仕事　

会長　辺見八十宣 幹事　関森初義　

例会は孤独な経営者の憩いの場
充電、そして行動！！

会 宣

Sow the seeds of love
慈愛の種を播きましょう

会長　木村二夫 幹事　宮﨑敏博　

和を大切に、楽しく奉仕

Lend a Hand
手を貸そう

会長　小林　操 幹事　太田靖彦　

原点に帰り、ロータリアンらしくあれ！

CELEBRATE ROTARY
ロータリーを祝おう 

会長　中村義雄 幹事　松﨑義一

心豊かに平等の奉仕を

会長 中村義雄 幹事 松﨑義

SERVICE Above Self
超我の奉仕

会長　安井　晃 幹事　増田英樹

信頼と友情を育み善意を発揚させよう

会長提言

会長提言

会長提言

会長提言

会長提言
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各年度の足跡 2006年～2007年

Lead the way 
率先しよう

会長　太田靖彦 幹事　長島洋一　 地域に根差し、社会的認知度を高めよう
【会長提言】

　入会 14 年目に第 31 代会長にご指名頂きました。
　7月 5日の出陣式から翌年 6月 27 日の最終例会迄楽しい一年間でした。
　8月の納涼例会では中澤広樹会員の入会式を行いました。
　秋 10 月の市民祭りは順番で財政委員長が廻ってきて、寄付金等で苦労しました。
　結婚、誕生祝いとは別に節目の年を迎える会員のお祝いを会場を移して開催したことも良い思い出
です。米寿の宇田川さん ( 故人 )、喜寿の鈴木由也さん、そして古希の小林政一さん、還暦の松井さん、
最後に銀婚式の一柳さん、皆若くて元気でした。
　11月 8日は 1500 回記念例会で国会議員の平沢勝栄氏 (葛飾R.C) をお迎えして楽しいひと時でした。
　年末には夫人同伴で楽しくクリスマス例会を開催しました。
　翌年 4月には国際親善旅行を兼ねて姉妹クラブの安養冠岳 R.C の 20 周年記念式典に大勢の会員と
出席、会長としての挨拶をしてきました。
　その他にも越谷東クラブの 20 周年、越谷中央ライオンズの 25 周年と式典もあり出席してきました。
　6月には、米国ユタ州ソルトレイクでの国際大会に出席、式典後は大自然のイエローストーン等を
廻り雄大なアメリカを再認識いたしました。
　6月 27 日の最終例会で一年間を無事終わる事ができました。当時の理事役員を初め会員の皆様に感
謝申し上げます。
　しかし残念なことに、私の年度計画書と今年度の計画書を見比べてみますと 9年間で宇田川さんを
始めとして新しくは小河内さん迄、6人の方々がお亡くなりなり、15 人の会員が退会をされています。
実に 21 名 4割強です。その反面新しい会員も増えました、全員で力を合わせて 50 周年、60 周年に向っ
て我が越谷北クラブも色々な奉仕活動に邁進出来ればと思っています。

本年度を振り返って

理事・役員名簿
会長 太田　靖彦 会長エレクト 黒田　幸英
副会長 関森　初義 幹事 長島　洋一
会計 上床　和秀 ＳＡＡ 木村　二夫
直前会長 安井　　晃 理事 (クラブ奉仕 ) 一柳　昌利
理事 (職業奉仕 ) 山口　秀行 理事 (社会奉仕 ) 小林　光則
理事 (国際奉仕 ) 小河内梅幸 理事 (親睦活動 ) 宮﨑　敏博
理事 (プログラム ) 鈴木　英男 理事 (会員増強 ) 髙𣘺　正美
理事 (出席・会場運営 ) 長谷川真也 理事 (新世代インターアクト ) 会田　謙二
理事 (ロータリー財団 ) 大熊　正行
会計監査 小林　　操 副幹事 堀野　眞孝
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各年度の足跡 2007年～2008年

Rotary shares
ロータリーは分かちあいの心

会長　黒田幸英 幹事　堀野眞孝　 ロータリー熱い心で参加しよう
【会長提言】

クラブ奉仕委員会
会員卓話　「父を語る」をテーマに卓話　
卓話者　小宮山大介会員　稲垣勝三会員　木村二夫会員　太田靖彦会員
社会奉仕委員会
環境問題を年間のテーマとして位置付けた。
岡崎勲会員　青木清会員　の卓話
（環境教育に取り組み 13 年目を迎える）越谷市立大袋東小学校々長　九ノ里幸子先生の卓話
「心豊かに生き生きと活動する児童の育成」サブテーマ「自然・人・物との関わりを生かした環境教育の実践」
越谷市環境審議会委員　佐藤滋様の卓話
書き損じはがきの回収ポストを設置する。（北越谷駅　越谷駅　せんげん台駅　市役所　市立図書館）
奨励事業補助金交付基準の制定（平成 20 年 2月 13 日）
時計塔寄贈　平成 20 年 4 月 12 日レイクタウンの街開きが行われ、JR武蔵野線レイクタウン駅前に市内 5クラブで時
計塔を寄贈した。
国際奉仕委員会　　
李　美貞さんに拠る韓国語講座が 5回開かれました。毎回 7～ 8人の参加者
国際フォーラム　ラオス人民民主主義共和国、駐日特命全権大使シートン・チッニョーティン閣下一行をお迎えして卓話
今井宏衆議院議員、依る卓話
1．物事を国際的な視点から眺めることは大変大事なことです。
2．アジアに学校を作る
国際親善旅行　平成20年 5月 22日から 24日、RI2770地区とRI3750地区の友好 20周年記念式典と安養冠岳RCとの友
好クラブ再調印式が、韓国有数のリゾート地、済州島で開催され両国の多くのメンバーが参加し、国際交流を深めました。
新世代・インターアクト委員会　　12/8・12/9 の二日間 少年野球教室・少年野球大会を元西武ライオンズの竹下潤氏・
安藤信二氏・古谷剛氏を迎えて、越谷市教育委員会、越谷市PTA連合会の後援、県立越谷北高等学校の協力を頂き、
越谷北高グラウンドで開催した。（次の年からは、ジュニア甲子園大会として今も続いている。）
ガバナー公式訪問　会長入院中のため、石井副会長、堀野幹事で行う。

本年度を振り返って

理事・役員名簿
会長 黒田　幸英 会長エレクト 関森　初義
副会長 石井　知章 幹事 堀野　眞孝
副幹事 大熊　正行 会計 小林　　操
ＳＡＡ 中村　義雄 直前会長 太田　靖彦
理事 (クラブ奉仕 ) 鈴木　英男 理事 (出席・会場運営 ) 中島　正義
理事 (親睦活動 ) 大久保勝正 理事 (プログラム ) 山口　秀行
理事 (職業分類・会員選考 ) 岡﨑　　勲 理事 (ロータリー情報・雑誌 ) 安井　　晃
理事 (職業奉仕 ) 髙槗　正美 理事 (社会奉仕 ) 若海　兵馬
理事 (環境保全 ) 長谷川真也 理事 (国際奉仕 ) 石川　輝次
ＣＬＰ検討委員会 関森　初義
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各年度の足跡 2008年～2009年

Make dreams real
夢をかたちに

会長　関森初義 幹事　大熊正行 思いは人に、想いは行動に、そして大いなる感動を
【会長提言】

　本年の会員数 45 名からのスタートとなりました。
　残念ながら退会される方もおられ、厳しい状況の船出となり、そこで会員増強目標を 10 名を定め、
多くの会員の協力のもと純増 8名の結果となり、地区大会においては表彰される程の年度となりまし
た。事業を推進するに当たり、会員の一定レベルが必要です。それは会費の状況により活動への影響
が大なり小なりあるということです。次に会員の存在意義をクラブ全体に浸透させることで、より会
員同志の興味関心、親睦の強化につながると考え、会長卓話は、毎週会員事業所を訪問し、社長とし
ての理念や、職業内容をパワーポイントで紹介し、より理解してもらうことが必要だと考え 1年間取
り組み、その反響は大きかった感があり、有意義なものでした。又、活動の思い出として、米山奨学
生、青少年交換留学生を積極的に受け入れ、会員のプログラムの理解と協力を促すことで、架け橋と
なる人材の育成にも貢献出来たと自負いたします。最後に越谷ユネスコ協会とマッチングをして、ラ
オスへの教育支援はとても思い出深い事業でした。学校建設によりグループ内のロータリアンの賛同
と協力の基、多くの教材や物資を支援出来たことは、今でもラオスの子供達の笑顔が忘れられません。
1年を通して会員皆様のご理解、ご協力のもと多くの感動を与えて頂き私自身の経験と記憶にプラス
の人生を与えてくれましたことに心より感謝申し上げます。

本年度を振り返って

理事・役員名簿
会長 関森　初義 会長エレクト 長島　洋一
副会長 木村　二夫 幹事 大熊　正行
会計 安井　　晃 ＳＡＡ 小河内梅幸
直前会長 黒田　幸英 理事（プログラム） 会田　謙二
理事（親睦活動） 小林　光則 理事（会員組織部門） 小林　　操
理事（職業奉仕） 鈴木　英男 理事（社会奉仕） 中村　義雄
理事（クラブ広報部門） 宮﨑　敏博 理事（国際奉仕） 吉澤　晴雄
理事（出席・会場運営） 若海　兵馬 理事（副幹事） 長谷川真也
会計監査 上床　和秀
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各年度の足跡 2009年～2010年

THE FUTURE OF 
ROTARY IS IN 
YOUR HANDS
ロータリーの未来は あなたの手の中に

会長　長島洋一 幹事　長谷川真也
【会長提言】

　2009 ～ 2010 年度の会長を務めさせて頂きました長島洋一です。
　小林操パスト会長の紹介で 1990 年 6 月に、ロータリー入会をさせていただきました。入会数年後から理事
役員は何度かお受けさせていただきましたが、入会 15 年以降会長・幹事等の役職の話が出たときも私はとて
もお受けできないと考えておりました。しかしその考え方が大きく変化し、2006 ～ 2007 年度の太田会長から
幹事をお願いされた時は何か素直な気持ちでお受けする考えになっていました。
　しかしその後、会長エレクトに決まった直後が、あの 2008 年 9 月のリーマンショック時だったのでさすが
に躊躇していました。不安の真っただ中にいた私を元気づけてくれたのは、幹事を快く引き受けてくれた、底
抜けに明るく実行力のある長谷川幹事でした。会社の仕事と議員の役職もこなしながら、幹事役をそつなくこ
なす姿は本当に私を力づけてくれました。更に稲垣副会長にアドバイスを受けながら運営できたのも安心感が
ありました。会員の皆様方全員に 1年間大変お世話になりましたが、特に印象に残った事を上げておきます。
この年度は交換留学生の野澤さんの送り出しとドイツからの受け入れがありましたが、受入学生のシンディ (会
田カウンセラー ) がこの時流行したインフルエンザにかかり、丁度同時期にガバナー公式訪問とかさなり入院
するかどうかで大騒ぎになった記憶があります。
　行事の活動では、吉澤社会奉仕委員長の音頭で第 1回の越谷ジュニア甲子園野球大会を開催する運びとなり、
ご存じのとおりこれは現在も継続している事業になっています。そしてクラブ運営の要である親睦活動では松
井委員長が親睦委員会と宮崎プログラム委員長と綿密な打ち合わせをしながら、各事業を遂行していただきま
した。納涼例会一つとってみても、会場に 5～ 6回以上も足を運び詳細な打ち合わせをしていただきその行動
の緻密さはいろいろと私も勉強になりました。一柳国際奉仕委員長に姉妹クラブの安養冠岳RCとの再調印で
国際親善も含めてお世話になりました。浪江RCの周年事業参加も思い出のひとつです。その他の各委員会も
熱心に打ち合わせをしていただいたおかげで、全ての事業が予定通り遂行することが出来ました。会員の皆様
方の事業運営術は感心することが多々あり、私も色々な面で活用することができ感謝しております。
　後で振り返ってみれば、2008 年のリーマンショックその他の景気の変動と、2011 年の東日本大震災の発生と
いう大きな変動のはざまの中で何とか1年間活動することが出来ました。結果的に2009年から 2010年は、「100
年に１度の大きな変化」という言葉を何度も聞いた年度だったような気がしてなりません。この年の流行語が、
政権交代とか、その年の漢字が「新」政権、たしかイチローの「新」記録も 2009 年にもあったと記憶しています。
　お陰様で会長職が終了した 2010 年 6 月末で、丁度入会満 20 年を経過した 63 歳の誕生日という記念の日に
なっていました。これも会員の皆様方の寛容の精神とご厚意があってからこそと、心から感謝しております。

本年度を振り返って

理事・役員名簿
会長 長島　洋一 会長エレクト 堀野　眞孝
副会長 稲垣　勝三 幹事 長谷川真也
会計 小林　　操 ＳＡＡ 石井　知章
直前会長 関森　初義 理事（会員組織部門） 木村　二夫
理事（長期計画） 小河内梅幸 理事（クラブ広報部門） 山口　秀行
理事（クラブ運営部門） 太田　靖彦 理事（親睦活動） 松井　昭夫
理事（出席会場運営） 大熊　正行 理事（プログラム） 宮﨑　敏博
理事（職業奉仕） 小林　光則 理事（社会奉仕） 吉沢　晴雄
理事（国際奉仕） 一柳　昌利 会計監査 上床　和秀
副幹事 石川　輝次

変化（Change）の時こそ改革のチャンス（Chance）
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各年度の足跡 2010年～2011年

Building communities, 
bridging continents
地域を育み、大陸をつなぐ

会長　堀野眞孝 幹事　石川輝次 今こそロータリーを学び、ロータリーをたのしもう
【会長提言】

　2010-2011　第 35 代会長を務めさせて頂いた堀野です。
　私の年度を語るには、幹事を努めて頂いた石川輝次さんを抜きに語ることは出来ません。
石川さんは「堀野さん、あなたが会長をやる時は私が幹事をやらせてもらいます。」そう言ってくれて
いました。
　そして、私が会長の指名を受けた時、すぐに石川さんに電話をいれました。「輝ちゃん、今、会長の
指名を受けたよ！本当に幹事を引き受けてくれるの？」　すると石川さんは「当然です、宜しくお願い
します。」と答えてくれました。
　石川さんは、地元生まれの地元育ち、顔が広く、人望が厚く、パソコンにも長けていてロータリー
に対する心がけも知識も抜群で、私に欠けているものを全て補っても、余りあるものでした。理事役
員の選出、事業計画、予算案そして年度計画書まで全て彼がやってくれました。
　他のクラブとの会議や会合でも、どちらが会長か分からない程私は彼に頼り切っていました。
　こうして、会員皆様の協力と彼のお蔭で順調に推移して来た私の年度ですが、年度後半のクラブの
創立 35 周年記念式典の準備も木村二夫実行委員長の下、全ての最終的具体案が出揃った。その時、
2011 年 3 月 11 日あの東日本大震災が発生しました。すぐに、木村委員長は実行委員会を招集して、
全員一致で記念式典の中止を決議、そして協議の結果、記念式典の予算を被災地への義捐金として届
けることに決定！
　やっと連絡が取れるようになった、浪江ロータリークラブの人達を通して、その頃、二本松の方へ
移設されていた浪江町役場に計 3回わたり義捐金や支援物資を届けました。
　この時も、石川幹事の行動力と人脈が役に立ち、被災地が必要としている水やランドセル等の物資
を把握して的確な支援が出来ました。
　この様なことから、私の年度は大変慌しい中に終了しました。記念式典が開催出来なった事は残念
ですが、でも、それ以上に私には何か充実した忘れられない年度になった事は確かです。
　ここに、改めて、昨年 10 月 6日にご逝去された石川輝次さんに、心から感謝し、謹んでご冥福をお
祈り申し上げます。

本年度を振り返って

理事・役員名簿
会長 堀野　眞孝 会長エレクト 宮﨑　敏博
副会長 小林　光則 幹事 石川　輝次
ＳＡＡ 本間　　孝 会計 小林　　操
直前会長 長島　洋一 理事（会員組織部門） 小河内梅幸
理事（長期計画） 木村　二夫 理事（クラブ広報部門） 若海　兵馬
理事（親睦活動） 小宮山大介 理事（出席会場運営） 松井　昭夫
理事（プログラム） 中村　義雄 理事（職業奉仕） 岡﨑　　勲
理事（社会奉仕） 長谷川真也 理事（国際奉仕） 太田　靖彦
会計監査 安井　　晃 副幹事 中澤　広樹
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各年度の足跡 2011年～2012年

Reach within
to embrace humanity
こころの中をみつめよう 博愛を広げるために

会長　宮﨑敏博 幹事　中澤広樹　 魅力ある親睦・充実した奉仕活動を！
【会長提言】

　「魅力ある親睦、充実した奉仕活動を！」をテーマに一年間、会長という重責を務めさせて頂きました。
　振り返りますと、7月の屋形船の納涼例会から始まり、8月の中学校野球大会、10 月のガバナー公
式訪問、越谷市民まつり、11 月のみちのく応援親睦旅行、越谷市内の健康ウォーキング、12 月のクリ
スマス家族合同夜間例会と前半には、全員参加の親睦活動と奉仕事業を意識してまいりました。後半
には IM合同新年会を始めとし、韓国 3750 地区よりの青少年交換受け入れ、3月にはその送出し、姉
妹クラブ安養冠岳RCへの子弟交換事業の送出し、浪江焼きそばの昼食、4月には職業奉仕の職場見学、
安養冠岳RC創立 25 周年記念式典への参加、5月には中国厦門への国際親善旅行、そして、東京スカ
イツリー見学後の、浅草ビューホテルの最終例会、今申し上げました以外にも様々な親睦、そして奉
仕活動をやってまいりました。そのすべての事業に関して全会員の皆様、そして、中澤幹事に改めて
感謝申し上げます。そして、今年度一人の退会者もなく一柳年度に引き継ぐことが出来ましたこと有
難うございました。

「越谷駅前時計塔に関して」
　今年度、越谷駅東口ロータリーに第 8グループ 5ロータリークラブで時計塔を寄贈しました、それ
に伴い、越谷市より感謝状が贈られました。費用はクラブ会員のスマイルから拠出致しましたご報告
申し上げます。

本年度を振り返って

理事・役員名簿
会長 宮﨑　敏博 会長エレクト 一柳　昌利
副会長 関森　初義 幹事 中澤　広樹
ＳＡＡ 稲垣　勝三 会計 安井　　晃
直前会長 堀野　眞孝 理事（会員組織部門） 木村　二夫
理事（長期計画） 小林　光則 理事（クラブ広報） 中村　義雄
理事（親睦活動） 長谷川真也 理事（出席会場運営） 大島　直幸
理事（プログラム） 石川　輝次 理事（職業奉仕 髙槗　正美
理事（社会奉仕） 大熊　正行 理事（国際奉仕） 会田　謙二
理事（新世代） 中澤　伸治
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各年度の足跡 2012年～2013年

Peace through service
奉仕を通じて平和を

会長　一柳昌利 幹事　松井昭夫 絆の奉仕を繋げよう、ロータリーの輪を拡げよう
【会長提言】

　RI 会長に 30 年ぶりの日本人の会長として田中作次氏（八潮RC）が就任し「奉仕を通じて平和を」
のRI テーマのもとに年度がスタート致しました。
　地区ガバナーには田中徳尚氏（川口RC）「Discover　The Rotary」ロータリーで素晴らしい出会い
を提唱されました。第 8グループガバナー補佐には関森初義氏（越谷北RC）。国際大会はポルトガル
のリスボンで開催され、当クラブよりたくさんの方々にご参加いただきました。当年度において、特
徴的な活動といたしましては社会奉仕ではジュニア甲子園野球大会、市民まつりへの協力、職業奉仕
では職場見学訪問として新日鉄君津工場を見学いたしました。国際奉仕では姉妹クラブ安養冠岳 RC
との再調印で 9名が来日、新地区補助金事業としてフィリピンD3800 ノバリチェス　カルーカンRC
とタイアップして託児所へ学用品の購入資金を提供いたしました。国際親善旅行としてシンガポール
へ参りました。また、健康問題に留意すべく例会場にAEDを設置し、例会においてAEDの講習会を
実施し、いざという時に備えました。ただ一つ、残念なことは一人の会員にルールの逸脱、自クラブ
への悪口、金銭問題が発覚し大きな問題となり、地区も巻き込んでの対処を余儀なくさせられ結果と
して退会にて解決を致しました。当クラブの汚点です。

本年度を振り返って

理事・役員名簿
会長 一柳　昌利 会長エレクト 石川　輝次
副会長 岡﨑　　勲 幹事 松井　昭夫
SAA 小河内梅幸 会計 鈴木　英男
直前会長 宮﨑　敏博 理事（会員組織部門） 岡﨑　勲　
理事（戦略計画） 堀野　眞孝 理事（クラブ広報部門） 小林　光則
理事（クラブ運営部門） 太田　靖彦 理事（親睦活動） 髙橋　忠克
理事（出席会場運営） 末木　照久 理事（プログラム） 会田　謙二
理事（職業奉仕） 大熊　正行 理事（社会奉仕） 松﨑　義一
理事（国際奉仕） 須賀　篤史 理事（新世代奉仕） 本間　睦人
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各年度の足跡 2013年～2014年

Engage Rotary, 
Change Lives
ロータリーを実践し みんなに豊かな人生を

会長　石川輝次 幹事　吉澤晴雄　 奉仕に喜びを感じ、親睦に楽しみを
【会長提言】

　第 38 代会長石川輝次様の基、幹事として活動した 1年 6カ月は、忘れることのできない、いろいろ
な経験をさせて頂きました。
　幹事の仕事は大変なことばかりですが、石川会長の幹事をやらせていただき、光栄に思っています。
　特に石川輝次会長、松﨑義一エレクトと3人で参加したシドニー国際大会は今でも強く印象に残っていま
す。
ここでは、第 38 代会長石川輝次様の会長提言を書かせていただきます。

ご挨拶
2013-14 年度　越谷北ロータリークラブ

会長　石川　輝次

会長提言「奉仕に喜びを感じ、親睦に楽しみを」

　2013-2014 年度、越谷北ロータリークラブ第 38 代会長にご指名いただきました。2002 年 8 月に入
会させて頂き 11 年になります。その間、稲垣ガバナー補佐の幹事、堀野年度のクラブ幹事を務めさせ
て頂きました。浅学非才の身ではありますが、会員皆様のご指導、ご協力を頂きながら職責を全うさ
せて頂く所存です。一年間宜しくお願い申し上げます。
　私の提言は「奉仕に喜びを感じ、親睦に楽しみを」です。東日本大震災を幹事の時に経験しました。
我が友好クラブである浪江ロータリークラブの関係で、浪江町が避難しております二本松へ二度訪問
し、南相馬の被災地を訪れての状況に言葉もありませんでした。この経験から奉仕が出来るという事
はなんと幸せな事なんだろう、と思い「奉仕に喜びを感じ」にしました。また、親睦活動を通してロー
タリーの楽しさを感じて頂きたいと思い「親睦に楽しみを」としました。
　以上の事から、奉仕の喜びも、親睦の楽しみも、全て実践、実行の上で感じられるものだと思います。
今年度も全員参加の事業展開に力を注ぎ、会員同士が和と信頼を持って、協調性のあるクラブ運営を
図って行こうと考えております。会員皆様のご協力をお願い申しあげます。

本年度を振り返って

理事・役員名簿
会長 石川　輝次 会長エレクト 松﨑　義一
副会長 堀野　眞孝 幹事 吉澤　晴雄
ＳＡＡ 稲垣　勝三 会計 黒田　幸英
直前会長 一柳　昌利 理事（会員組織部門） 小河内梅幸
理事（戦略計画） 鈴木　英男 理事（クラブ広報部門） 山口　秀行
理事（クラブ運営部門） 堀野　眞孝 理事（親睦活動） 宮﨑　敏博
理事（親睦活動） 長谷川真也 理事（出席会場運営） 大濱　裕広
理事（プログラム） 大熊　正行 理事（奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ部門） 松﨑　義一
理事（職業奉仕） 会田　謙二 理事（社会奉仕） 中澤　広樹
理事（国際奉仕） 本間　睦人 理事（青少年奉仕） 須賀　篤史
副幹事 小宮山大介
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各年度の足跡 2014年～2015年

Light Uｐ Rotary
ロータリーに輝きを

会長　松﨑義一 幹事　小宮山大介 拡げましょう奉仕の輪
【会長提言】

2015 年 6 月 24 日㈬

　会員の皆様今晩は、会員の皆様の多大なるご協力、ご指導、ご支援をいただき、本日の最終例会を迎え
ることができました。本当に、本当にありがとうございます。感謝、感謝でございます。
　思い起こせば、2014 年 7 月 2日㈬　第 1864 回例会から始まりました。
　その内容は会員の皆様こんにちは、2014 年 -15 年度、会長をさせていただきます。松崎義一そして幹事
の小宮山大介さんです。
　微力ではございますがこれから、1年間、越谷北ロータリークラブの会長・幹事として、頑張らさせて
いただきます。よろしくお願い申し上げます。
　わたしの会長提言は、[拡げましょう　奉仕の輪 ] です。歴代パスト会長を中心に、会員の皆様のご協力の
もと、我が、越谷北ロータリークラブが行ってまいりました。奉仕活動、奉仕を受けていただくのも人、奉
仕をさせていただくのも人です。そこにはかならず、奉仕の輪が生まれると確信します。
　地域社会の動きは、デジタル化が進み、いともすれば、アナログに近い私は、早さにおいついていけない
場合もあるように思います。しかし何ごとにも、物事は、アナログの上に、デジタルがのっていると思います。
アナログこそが、大事なことと思います。変えていい事と、変えちゃいけない事すなわち、我が越谷北ロー
タリークラブの、歴代パスト会長が会員の皆様とともにおこなってきた、すばらしい奉仕活動・親睦活動
においても、すばらしいプログラムは、継承したいと考えます。
　ロータリー財団は、なぜ寄付を会員の皆様からいただくのでしょうか、
　米山奨学金は、なぜ寄付を会員の皆様からいただくのでしょうか、
　その寄付金を活用して、ロータリークラブに感謝をする人がいるのです。
　そして今、あらためまして、会員の皆様方のご協力に対し、感謝致します。
　本当にありがとうございました。
　尚、この気持ちは、これからも変わりません。
　出会いと感動そして感謝です。
　ありがとうございました。

本年度を振り返って

理事・役員名簿
会長 松﨑　義一 会長エレクト 大熊　正行
副会長 中村　義雄 幹事 小宮山大介
ＳＡＡ 堀野　眞孝 会計 松井　昭夫
直前会長 石川　輝次 理事 (会員組織部門 ) 鈴木　英男
理事 (クラブ活性化 ) 小林　光則 理事 (会員増強 ) 須賀　篤史
理事 (クラブ広報部門 ) 宮﨑　敏博 理事 (クラブ運営部門 ) 中村　義雄
理事 (親睦活動 ) 大島　直幸 理事 (出席会場運営 ) 中島　正義
理事 (プログラム ) 中澤　伸浩 理事 (奉仕プロジェクト部門 ) 大熊　正行
理事 (職業奉仕 ) 大濱　裕広 理事 (社会奉仕 ) 本間　睦人
理事 (国際奉仕 ) 髙橋　忠克 理事 (青少年奉仕 ) 今井　英治
副幹事 会田　謙二
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各年度の足跡 2015年～2016年各年度の足跡 2015年～2016年

Be a gift to the world”
世界へのプレゼントになろう

会長　大熊正行 幹事　会田謙二　 楽しく奉仕を、深めよう親睦を
【会長提言】

　クラブ運営方針の発表と会長所信表明をした、7月1日㈬の新年度第一例会を皮切りに2015̃2016年度が始まりました。
8月のジュニア甲子園野球大会、夫人同伴納涼例会と順調に事業も滑りだし、9月 30 日㈬ 南越谷「砂場」にて、井原
實ガバナーをお迎えしてのガバナー公式訪問例会及び第 4回目のクラブ協議会の開催。例会終了後伊原ガバナーを交え
ての懇親会を開催しました。
10 月 7 日㈬当日は、例会運営を松崎直前会長にお願いしまして、私と有志及び関係者数人で姉妹クラブの韓国第 3750
地区にあります　安養冠岳RCへの表敬訪問並びに創立 40 周年記念式典のご案内・PRの為に朝羽田から出国しました。
例会卓話を急遽予定を変更して前日逝去された、故石川輝次会員の追悼集会に切り替えまして、石川会員を忍びながら、
エピソードや思い出話等を交友関係のあった会員に話していただきました。
　11 月、会員親睦旅行兼職場見学として、最近大人気の北陸新幹線に乗って石川県金沢・福井県永平寺、東尋坊等を訪
れて二日目は、コマツの工場を見学して参りました。
12 月、「年次総会」を開催、次年度理事・役員並びに会長ノミニーも無事スムーズに承認を頂きました。12 月 22 日㈫
第 1936 回例会　「家族同伴クリスマス例会」をギャザホールにて、100 名近くの参加を頂き盛大に楽しく開催させてい
ただきました。
　年が明けて新年早々、当クラブにおいては数々の功績を残され、クラブ発展に貢献され多方面にてご活躍されました、
小河内梅幸会員を失ってしまいました。クラブにとって、計り知れない痛手でありました。同じ一月には、浪江ロータ
リークラブとの合同新年例会を開催し、友好クラブの絆を確かめ合いました。その後、第 8グループの IMも内容の濃
い企画にて無事終了し、下半期の事業も順調に消化していきました。3月 26 日㈯には、友好締結 20 周年記念及び震災
復興支援の一環として地区補助金を活用して、浪江RCへ「希望」と言う文字を刻んだ、記念石碑を建立寄贈致しまし
た。また、4月 6日には、「創立 40 周年記念ポリオ撲滅チャリテイーゴルフ大会」を、160 名強の参加を頂き盛大に開
催しました。そして、5月 14 日㈯には、浦和ロイヤルパインズホテルにて約 200 名の参加の下、「創立 40 周年記念式
典」を開催致しました。第一部の記念式典に続き、第二部の「衣笠祥雄氏」による記念講演、第三部の「ものまねショー」
を取り入れた祝賀会と、つつがなく無事終了することが出来ました。そして、5月末には国際親善旅行を韓国ソウルの
国際大会参加と位置付けて多くの会員で参加して参りました。そして、韓国安養冠岳RCとの親睦交流を図って参りま
した。
　6月、汐留のホテル「コンラッド・東京」にて最終例会を開催し、大変充実した一年の幕を無事に閉じることが出来
ました。会員皆様と関係各位に衷心より感謝致しまして、一年間の御礼とさせて頂きます。
誠にありがとうございました。

本年度を振り返って

理事・役員名簿
会長 大熊　正行 会長エレクト 松井　昭夫 
副会長 関森　初義 幹事 会田　謙二 
ＳＡＡ 小河内梅幸 会計 鈴木　英男 
直前会長 松﨑　義一 会員組織部門 堀野　眞孝 
理事（クラブ活性化 ） 一柳　昌利 理事（クラブ広報部門 ） 石川　輝次 
理事（クラブ運営部門 ） 長谷川真也 理事（親睦活動） 宮﨑　敏博 
理事（出席会場運営 ） 髙橋　陽一 理事（プログラム） 中澤　広樹 
理事（奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ部門 ） 松井　昭夫 理事（職業奉仕） 本間　睦人 
理事（社会奉仕） 大島　直幸 理事（国際奉仕） 吉澤　晴雄 
理事（青少年奉仕） 大濱　裕広 副幹事 須賀　篤史


