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会長卓話 

 

長谷川 真也 会長 

この度、本日付けをもちまして伝統ある越谷北ロー

タリークラブの 2017-2018年度第 42代会長を就任

いたしました、長谷川真也でございます。会員の皆様

1年間宜しくお願い致します。 

私は、2001-2002年度第 26代辺見会長の時に小

河内会員の紹介で入会いたしました。入会当時は、

まったくロータリーの事は全然分からず、同期の大熊

正行会員には色々鍛えてもらい、私の次に入会した

石川輝次会員にはよくして頂きました。30周年では

記念誌委員長を、長島年度では幹事を務め、一柳年

度では第 8グループガバナー補佐幹事を、40周年

では副実行委員長務めました。 

今年度は、会長として越谷北ロータリークラブのか

じ取りを自分なりに頑張っていきたいと思います。 

最後に幸いにも、経験豊かで素晴らしい理事、委

員長の皆様にご就任頂き、誠に心強く、ありがたく思
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っています。微力ではございますが、精一杯努めさせ

ていただく所存でございます。 

 

幹事報告 

 
大島 直幸 幹事 

・前期会費納入をお願いします。 

・第 14 回日韓親善会議の募集締切りが 7/10 になり

ます。ご希望の方は幹事までお願いします。 

・RLI パート 1 の案内が届いています。日程は 8/30

です。未受講の方はぜひ受講をお願いします。 

・学友の集いの案内が届いています。日程は 7/30に

なります。 

・来週は第 2回クラブ協議会です。皆様のご参加よろ

しくお願いいたします。 

・7月のロータリーレートは 111円です。 

・本日例会終了後第 1 回理事・役員会を開催します

ので、理事・役員の方はお残りください。 

 

お客様挨拶 

 

原 美光 ガバナー補佐 

皆様こんにちは。2017-2018年度国際ロータリー

第 2770地区第 8グループガバナー補佐というお役

をいただきました越谷東 RCの原美光と申します。 

北クラブさんは私にとって非常に印象に残っている

クラブです。今から 25年前、北クラブさんからお誘い

を受け、青木さんにも来ていただきました。「入りたい

な」とは思ったのですが、例会が水曜日ということで、

私の店が水曜定休だったことから、休みがなくなって

しまうので、このクラブに入ることはできませんでした。 

前年度ガバナー補佐小林様、補佐幹事中澤様、

大変ご苦労様でした。直前会長・幹事もご苦労様でし

た。 

先程、橋本さんのバッジを付けさせていただきまし

た。私は公式訪問例会のときに入会式があり、当時

の半田ガバナーにバッジを付けてもらったことを覚え

ています。橋本さんにも「原さんにつけてもらったな」

と覚えてもらえると嬉しいです。 

年度計画書に挨拶文を書かせていただきました。

北クラブさんは来週頃配布になると聞いていますが、

その内容を発表いたします。 

※この後原ガバナー補佐によるご挨拶文の朗読が

ございました。年度計画書をご参照ください。 

一年間、ぜひ皆様方のご協力をよろしくお願いい

たします。 

 

 

加藤 盛也 ガバナー補佐幹事 

皆様こんにちは。本年度ガバナー補佐幹事を務め

させていただきます、越谷東 RCの加藤盛也です。 
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越谷北 RC新年度第一例会に出席させていただき

どうもありがとうございます。 

早速、長谷川会長が強運ぶりを発揮されて、台風

一過で真夏の太陽を思わせる中での船出、おめでと

うございます。 

小林前年度ガバナー補佐、中澤前年度補佐幹事

からバトンを受け継ぎまして、今年 1年第 8グループ

を盛り上げていけるよう原ガバナー補佐と頑張ってい

きます。1年間よろしくお願いいたします。 

 

 

石川 眞佐江 松伏 RC会長 

皆様こんにちは。長谷川会長・大島幹事おめでとう

ございます。今後ともご指導のほどよろしくお願いい

たします。 

 

 

程田 一夫 松伏 RC幹事 

皆様こんにちは。長谷川会長が松伏出身ですので

本日お伺いさせていただきました。今後ともよろしくお

願いいたします。 

 

 

大塚 節子 松伏 RC会員 

皆様こんにちは。長谷川年度の船出、おめでとうご

ざいます。長谷川会長のこんな真面目な顔は見たこ

とがありません。長谷川会長・大島幹事頑張ってくだ

さい。 

 

 

若盛 圭恵 松伏 RC会員 

皆様こんにちは。長谷川会長・大島幹事、船出お

めでとうございます。越谷北 RCの皆様には、昨年度

インターアクト協議会で大変お世話になりました。今

年度の年次大会も、引き続きよろしくお願いいたしま

す。 
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青少年交換留学生 コリン 様 

皆様こんにちは。ここに来るのは今日が最後だと思

います。私の日本での大切な思い出について話した

いと思います。 

日本とフランスはとても違っていて、来たときびっくり

しました。本当に暑かった、雨が強かったです。 

沢山のことを経験してとても楽しかったです。春日

部女子高校に通い始めたとき、日本語は全く話せま

せんでした。けれども、友達は皆とても優しかったで

す。最初に文化祭の練習がありましたが、全然分かり

ませんでした。でも、友達と過ごした文化祭はとても

楽しかったです。次に体育祭がありました。まだ日本

語は話せませんでしたが、とても楽しかったです。 

ホストファミリーの方々に日本のいろいろな場所へ

連れていっていただきました。富士山は本当にきれ

いでした。真下さんファミリーのところで過ごしたときに

クリスマスとお正月がありました。日本のお正月とフラ

ンスのお正月は本当に違っていました。お正月料理

は本当に美味しかったです。神社にも行きました。 

ロータリーではスキー、広島、京都に行きました。留

学生の皆と過ごしてとても楽しかったです。ロータリー

を通して沢山の人と出会いました。日本の文化では、

カラオケが大好きです。 

日本語は難しい、家族はいない、とても大変でした

が、1年間皆様に本当に優しくしていただきました。

日本に来ることができて本当に嬉しいです。どうもあり

がとうございました。 

 

 

青少年交換留学生 真下 莉奈 様 

皆様こんにちは。1週間前に戻ってきたばかりなの

で、日本語があまり出てこなくて、あまりきれいな日本

語で話せません。 

1年間、フランスへ行かせていただきました。7月

19日にレポートを披露させていただきますので、よろ

しくお願いいたします。 

1年間いろいろなことがあり、すごく成長したと思い

ます。最初の頃はずっと泣いてばかりいました。いろ

いろな方に助けていただき、感謝の気持ちしかありま

せん。とても嬉しく思います。 

1年間どうもありがとうございました。 

 

委員会報告 

親睦活動委員会：川島 徹 副委員長 

本日、午後 6時より南越谷の砂場にて長谷川年度

出陣式を行います。5：30より受付を始めますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 

社会奉仕委員会：深野 秀樹 委員長 

本年度のジュニア甲子園野球大会のポスターが出

来上がりました。8/2（水）から開会します。初日は多く

の皆様で開会式に臨みたいと思いますので、ご協力

お願いいたします。ポスターはお帰りの際各事業所

へ数枚お持ち下さいますようお願いいたします。 

また、今年もスマイルへのご協力をお願いします。 
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内部卓話 

 

会長・副会長・部門委員長・S.A.A.所信表明 

 

 
長谷川 真也 会長 

イアン H.S. ライズリー氏（オーストラリア・ビクトリア

州・サンドリンガムロータリークラブ所属）は、持続可

能な奉仕というロータリーの目標にとって、環境保護

と温暖化防止が極めて重要であると訴えました。そし

て「ロータリー：変化をもたらす」を発表しました。環境

の変化と世界的な気候変動は全人類への脅威であ

ると述べ、この影響を最も受けやすいのは弱い立場

にある人々であり、ロータリアンが助ける必要がありま

す。 

にもかかわらず環境問題がロータリーで議題に上

がることはほとんどありません。今や環境問題はあら

ゆる人々にとって懸念すべきことです。会長エレクト

は 2017年 7月 1日より 2018 年 4 月 22 日の「ア

ースディ」までの期間、会員一人 1 本の植樹をと呼

びかけました。その取り組みは地球に住む人だけで

なく、地球そのものを救う責任がロータリーにはあると、

私たちが気づくことにもあります。それらを踏まえた

2017-2018年度のイアン・H・S ライズリーRI会長の

掲げるテーマが、「ロータリー：変化をもたらす」なので

す。 

私は 2017-2018年度会長を務めるにあたり「元気

で楽しいロータリー活動」を提言させて頂きました。 

まず、会員の方々の健康です。体が元気ではない

と何も出来ませんので健康管理をお願いたします。

そして会社の元気です。会社が元気でなければ奉仕

活動など出来ません。そして奉仕活動・親睦活動楽

しく活動をしましょう。ロータリーを楽しみながらロータ

リー活動をして頂きたいと思います。 

 

 
大島 直幸 幹事 

私は 2007年の関森年度に入会させていただきま

した。親は小林操会員です。以来 10年間、会員の皆

様に支えていただき、本日この場に立たせていただ

いております。この場を借りて御礼申し上げます。 

中学生の頃は三国志が好きでいろいろな武将の活

躍を読んでいました。会社では曹操のような立場です

が、クラブでは諸葛孔明のように長谷川会長を支えて

いきたいと考えております。 

日陰で会長を支えるのが幹事の役目と思っており

ます。1年間よろしくお願いいたします。 

 

 
鈴木 英男 副会長 
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長谷川年度で副会長を担当させていただくことに

なりました。併せて、クラブ活性化委員長とクラブ研修

リーダーも兼任してまいります。 

副会長の任務は、主として会長を補佐することにあ

ります。長谷川会長は松伏町の議員でもあり、また亡

くなられた小河内さんの後を継いでポラスグループ協

力会の会長を受けてくださいました。例会に出席でき

ない場合は、私のほうでカバーしてまいります。 

そして、会長提言でもあります「元気で楽しいロータ

リー活動」を推進してまいります。 

ロータリー活動の基本を表している言葉に「入りて

学び、出でて奉仕せよ」という言葉があります。「入り

て学び」とは、週一回の例会に出席して職業を異に

する他の会員と交流を図りながら、切磋琢磨して自己

研鑽に努める、ということです。そして「出でて奉仕せ

よ」とは、例会に出席し切磋琢磨して学んだことを職

場、地域社会に持ち帰って奉仕活動を実践していく、

ということです。 

私もこのことは例会の基本だと思っております。例

会が楽しく、そして学びの場となるように尽力してまい

りますので、ご支援のほどお願いいたします。 

 

 

松﨑 義一 公共イメージ部門委員長 

地区に倣いまして部門の名称を改めました。会報

委員会、ロータリー情報・雑誌委員会を担当します。 

昨今、地区でも話題になっているのが、外に対して

のロータリーのPRです。長谷川年度では「ロータリー

の友」への投稿だけでなく、越谷市内外の地域に対

してもロータリーの知名度向上をしていきたいと思い

ます。 

いずれにしても、皆様の情報がないと発信できませ

ん。1年間よろしくお願いいたします。 

 

 

本間 睦人 クラブ運営部門委員長 

この部門は親睦活動委員会、出席・会場運営委員

会、プログラム委員会ということで、クラブの内容に関

わるところです。長谷川会長は親睦畑に長く携わり詳

しいので、多くの方がいつも参加できるように、出席

重視、内容重視で 3委員会の連携を保っていきたい

と思います。 

微力ですが 1年間頑張りますので、皆様よろしくお

願いいたします。 

 

 

吉澤 晴雄 奉仕プロジェクト部門委員長 

奉仕部門は、職業奉仕委員会、社会奉仕委員会、

国際奉仕委員会、青少年奉仕委員会という、ロータリ

ー活動の核となる実行部隊という部門になります。 

皆様ひとりひとりのご協力なくしては奉仕部門の成
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功には至りません。いろいろとご案内が届くと思いま

すが、長谷川年度の成功のためにぜひご協力をお

願いします。 

また、今年私はいよいよ会長エレクトとなり、次年度

には長谷川会長のお席に座ることになります。今年 1

年間、長谷川会長のもとで一所懸命勉強し、いいバト

ンを引き継げるよう精進してまいりますので、どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

 

 

木村 二夫 S.A.A. 

私どものクラブは一番最初に黙想から始まります。

今から 19年前の豊田年度から取り入れ、ずっと続い

ています。 

黙想するとざわざわした中でもスッと静かになります。

それが、素直で優しい素晴らしいクラブに繋がってい

ると思います。パソコンなどの例会中の使用は禁止、

たばこは例会場内外ともに禁止です。 

会長がおっしゃるように元気で楽しいクラブとなるよ

う、1年間よろしくお願いいたします。 

 

      

・松井直前会長、須賀直前幹事、ごくろうさまでした。

皆様 1年間、よろしくお願いします。 長谷川真也 

・お客様ようこそ。一年間よろしくお願いします。 

                          大島直幸 

・お世話様になります。             原美光 

・長谷川会長、大島幹事、年度スタートおめでとうご

ざいます。                  加藤盛也 

・一年間大変御世話になりました。ありがとうございま

した。長谷川年度今日からスタート、一年間頑張っ

て下さい。                   松井昭夫 

・昨年度一年間大変お世話になりました。長谷川会

長、大島幹事がんばって下さい。    須賀篤史 

・長谷川会長、大島幹事、1年間よろしくお願いいた

します。松井直前会長、須賀直前幹事、1年間お

疲れ様でした。 

      宮﨑敏博・並木勇一・新沼徹・吉澤晴雄 

      本間孝・太田靖彦・酒井新樹・鈴木由也 

      髙橋忠克・櫻井智之・江口公晴・川島徹 

      伊藤純・小林光則・小宮山大介・菅山浩 

      稲垣勝三・深野秀樹・大濱裕広・近藤慎悟 

      渡辺裕介・高𣘺正美・黒田幸英・小林政一 

      中澤伸浩・本間睦人・関雄二郎・松﨑義一 

      長島洋一・青木清・会田謙二・大熊正行 

      木村二夫・鈴木英男 

・原ガバナー補佐、加藤ガバナー補佐幹事、石川松

伏 RC会長、程田松伏 RC幹事、若盛様、大塚様

ようこそ。1年間ご指導よろしくお願いします。 

      青木清・関森初義・小林操・堀野眞孝 

      岡﨑勲・大熊正行・市川洋和 

・長谷川年度の船出、おめでとうございます。お客様

ようこそ。本日は会議出席のため早退します。 

                          一柳昌利 

・本日もよろしくお願い致します。      髙瑠美子 

 

出席報告 

 

会員数            53名 

出席免除者         14名 

出席者            49名 

欠席者            4名 

出席率            94.2% 
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就任式 

 

 

 

 

 

新旧会長バッジ交換 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
新旧幹事バッジ交換 

長谷川年度第一例会の点鐘に先立ち、就任式が

執り行われました。新旧会長幹事のバッジ交換をい

たしました。 
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入会式 

 

長谷川真也会長・橋本哲寿会員 

 

原ガバナー補佐・橋本哲寿会員 

 

橋本 哲寿 会員 

皆様改めまして、本日はご承認いただきまして誠に

ありがとうございます。私は昨年 12月に青年会議所

を卒業させていただきました。まだまだ未熟で至らな

い点が多いと日々実感をしております。今後、越谷北

RCの一員として、クラブの価値を地域の方々に認識

していただくために尽力していきたいと思っています。

「アホ」ですけどやる気はありますので、ご指導のほど

よろしくお願いいたします。 

 

出陣式 

平成 29年 7月 5日 

於 砂場 

 

長谷川年度の出陣式が南越谷の砂場にて開催さ

れました。長谷川丸の船出に相応しい、賑やかで楽

しい出陣式になり、会員間の親睦が深まりました。 

 

 

会長・幹事 入場！ 

 

 

長谷川会長からのご挨拶 

http://koshigayakitarc.dyndns.org/
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大島幹事からのご挨拶 

 

 

松井直前会長より激励のお言葉を頂戴しました 

 

 

恒例の鏡開き 

この直後に想定外の出来事が… 

 

 

 

 

 

 

 

本間クラブ運営部門委員長による乾杯のご発声！ 

 

 

和やかな笑い声が会場内に響き渡りました 

 

 

吉澤会長エレクトによる締めのご挨拶 

http://koshigayakitarc.dyndns.org/

