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副会長卓話 

 
鈴木 英男 副会長 

 

（１）インターアクト年次大会について 

8月 26日に開催されました「第 30回インターアク

ト年次大会」について報告をさせて頂きます。今回の

年次大会は当クラブがスポンサークラブ、獨協埼玉

高等学校インターアクトクラブがホスト校として、獨協

大学で開催されました。 

 午前中は大会セレモニー、そして基調講演として、

2014 年ミス・ユニバース東京代表の西内ひろ様の

『想い立ったら即行動！海外へのチャレンジが生ん

だ自信と経験！と言うテーマ海外で学んだこと、経験

された事を映像を交えてお話しがありました。 

 午後は、インターアクターが 10 グループに分かれ

ての分科会と発表があり有意義な年次大会でした。 

（２）「南越谷阿波踊り」について 

 今日は、先月行われました「南越谷阿波踊り」につ

いてお話をさせて頂きます。北 元RI理事にも、以前
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に「南越谷阿波踊り」にお越し頂いたことがあります。 

 「南越谷阿波踊り」、今年は 33 回目を迎え 8 月 18

日が前夜祭、19日の土曜日と 20日の日曜日が本番

で開催されましたが、19 日は途中で雷雨により、流し

踊りが中止になってしまいました。「南越谷阿波踊り」

が中止になったのは初めてです。それでも、今年は、

踊りに参加した連が過去最高の 80 連、踊り手が

6,500人、観客は雨の影響で例年より少ないと思いま

すが、因みに昨年は 60万人と報道されています。 

 この「南越谷阿波踊り」を始める前は、中央住宅が

主催して草加、越谷の 7 カ所程で毎年盆踊りを行っ

ておりました。これを一つに纏めたのが「南越谷阿波

踊り」です。 

阿波踊りと言えば、「南越谷阿波踊り」を始めたポラ

スグルーブの先代中内俊三社長の出身地、徳島が

本場です。何時も建築工事で迷惑を掛けている地域

の皆さんに、少しでも恩返しをしたいと言う思いがあっ

て南越谷で始められたのです。 

最初は観客も少なく運営も大変でした。特に、交通

規制をするものですから警察の許可を得るのが大変

でした。流し踊りの会場も「新越谷」駅の東口だけでし

たが、今は西口にまで広がり 4つの会場が流し踊りの

演舞場として、道路の両側は観客で埋めつくされて

います。また、越谷コミュニティセンターの大ホールと

小ホールでは、舞台踊りも開催され、通路まで観客で

一杯になり、会場係の方は毎年苦労をされていま

す。 

 阿波踊りは毎年、全国各地 300 箇所位で開催され

ていますが、一番が徳島の阿波踊り、二番が東京の

高円寺、そして三番目が南越谷の阿波踊りで、日本

三大阿波踊りとまで言われるようになりました。 

また、平成 25年 7月には、南越谷駅の所に「南越

谷阿波踊り」のモニュメントが出来、除幕式か行われ

ました。台座の上に親子3人が立ち、父親が笛を吹き、

母親が編み笠をかぶって子供に阿波踊りを教えてい

る像です。現在、このモニュメントが待ち合わせ場所

になっており、また多くの市民に愛されていくものと思

います。 

この「南越谷阿波踊り」を始めた中内俊三社長は、

越谷南ロータリークラブの会員でもあり、平成 17 年 6

月 10日に 67歳で他界されましたが、この「南越谷阿

波踊り」に強い思いを持っておりました。 

① 「南越谷阿波踊り」が 30回目を迎える時には、埼

玉を代表する祭りにしたいと言う思いでした。 

秩父の夜祭りが埼玉を代表する冬の祭りで、「南

越谷阿波踊り」は埼玉を代表する夏の祭りにした

いと言っていましたが、正しくこの通りになられた

のではないでしょうか。 

② 「南越谷阿波踊り」が地域の人々にふるさと意識

を呼び起こし、地元越谷が誇る「文化」にしたいと

言う思いでした。 

結婚や就職で越谷を離れている方も、今年も「南

越谷阿波踊り」の季節がやって来た、ふるさとに

帰ろうと言う「故郷意識」を呼び起こしてもらうよう

な祭りにしたいと言っていましたが、これになりつ

つあるのではないでしょうか。そして、「南越谷阿

波踊りを越谷が誇る文化にしたい」と言う思いは、

地域の人にしっかり引き継がれています。 

③ 地域の人や警察に迷惑を掛けないように、阿波

踊りが終わったら 30 分で道路を清掃し、交通規

制を解いて車を通すようにすることでした。 

このことは今でもしっかり守られています。夜 9 時

に阿波踊りが終わりますと 9 時半までに駅の東口、

西口の大通り、阿波踊りを始める前よりも綺麗に

清掃して、交通規制を解き車が通れるようにして

います。阿波踊りを踊っていた方も手伝ってくれ

ています。 

これについては地域の人、警察からも高い評価を

得ております｡ 

④ もう一つ印象的な言葉を残しております。 

それは、会社を潰しても、「南越谷阿波踊り」は潰

すな、と言うことです。 
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 これ程「南越谷阿波踊り」に強い思いを持ち、地

域のために力を尽くしてこられたのです。 

南越谷阿波踊りを見たことのない方、是非来年は

ご覧頂ければと思います。 

 

幹事報告 

 
大島 直幸 幹事 

・インターアクト年次大会への御礼の手紙が届いてお

ります。掲示しておきます。 

・2018～2019 年度、地区役員推薦のお願いが来て

おります。10月 10日締め切りです。 

・ロータリー米山記念奨学会 50 年の歩みをクラブで

購入しました。事務局の方に置いておきます。 

・越谷市小学校体育連盟より、越谷市内小学校陸上

競技大会の案内が来ております。 

・9 月のロータリーレートは 1 ドル 109 円となっており

ます。 

結婚・誕生祝  

 

高橋 正美 会員 ・ 松井 昭夫 会員 

おめでとうございます！ 

委員会報告 

浪江友好委員会：松井 昭夫 委員長 

・表敬訪問についてのお願い 

10月 19日木曜日、浪江ロータリークラブ６年半ぶり

に地元で例会をしたいとなりまして、大勢の参加をお

願いしたいと連絡がきています。 

・9月 6日本日、最終例会時にギャザで紛失したパネ

ルを須賀会員が見つけてくれました。 

 

青少年奉仕委員会：並木 勇一 委員長 

 ・第 30回インターアクト年次会にご協力いただきあ

りがとうございました。 

当日、質問が途絶えないぐらい生徒から質問が来て

先生方も喜んでいました。生徒は夏休みもずっと準

備頂いていた。何かしら御礼をした方が良いのでは

ないかと話が出ています。 

皆様ご協力ありがとうございました。 

 

外部卓話 

ガバナー輩出クラブとしての心構え 

 
元 RI理事  北 清治 様 

皆さん今日は、「ガバナーを輩出するクラブとしての

心構え」というテーマでの要請を受けました、私の経験

を踏まえお話をさせて頂きます。 

「ガバナーは RI の役員であります、世界に 539 地区、

34 ゾーンに分かれております。」 

日本には 34 地区あります。私たち 2770 地区は高い

評価を頂いている地区です。越谷北ロータリークラブ
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が 40 周年を記念して地区のガバナーを輩出したいと

いう意向が叶い小林操さんがガバナーノミニーに選任さ

れたということは素晴らしい事だと思います。 

9月の4日5日はガバナーエレクト研修があり、本日は

日本 34 地区の研修リーダーの研修が開催されていま

す。ガバナーエレクトの時にロータリー全体を学ぶのは

遅いのではないかということで現在はガバナーノミニー

の時から研修をすることが奨励されています。日本で

は今年から取り入れられ小林操ガバナーノミニーはそ

ちらに参加されているため不在のようです。 

私も初日に全国のガバナーエレクトの前で、ロータリー

財団についてスピーチをさせて頂きました。私は、現在

ロータリー財団管理委員を務めております。 

<539 の地区と 34 のゾーン> 

世界には現在(7 月 1 日時点)120 万人以上の会員が

存在しています。世界には 539 の地区が存在をして

います。日本は 34 地区です。その 539 地区をアジア

などを含め世界を 34 のゾーンに分かれております。

日本は現在 3 ゾーンありますが、2019 年ごろから

は 2.5 ゾーンになってしまいます。 

<国際ロータリーの理事会> 

国際ロータリーで通常の運営を行っているのは、皆さ

んのクラブでの理事会と同じように、国際ロータリーの

理事会であり、世界のロータリーの管理運営主体であり

ます。ロータリーの理事会は 19 名で構成されていま

す。そのうちの 1 人が会長です。もう 1 人が会長エレ

クトです。あとの 17 名は世界中から 2 年の任期で選

ばれています。34 ゾーンは理事の推薦母体となります、

奇数と偶数で 17 ゾーン に分かれます。交互に 2 年

任期で 8～9 名選出されます。 

<ロータリー財団管理委員会> 

ロータリー財団管理委員は皆様から色々な浄財をご寄

付頂き、世界で多くのプロジェクトを実施しています。

その管理運営を行っているのがロータリー管理委員会

です。プロジェクトで代表なものがポリオ撲滅です。ロ

ータリー財団管理委員会は 15 名で構成され、4 年の

任期で務めています。15 名のうち 4 名が国際ロータリ

ーの会長経験者。その他の 11 名は  3 人前後の交代

で入れ替わります。その 1 人として私が日本を代表と

して 2 年目の任期を務めています。 

<ガバナーの任務> 

ガバナーは国際ロータリーの役員として一年間務めま

す。国際ロータリー理事会が決定する色々な方向性に

ついて RI 会長に代わって地区で執行します。 

小林操ガバナーノミニーは、来年の 6 月カナダのトロ

ントで開催される国際大会の承認事項であります。大

会は 4 日間です。 最終日に国際ロータリーの会長、

国際ロータリーの理事、ロータリー財団管理委員、ガバ

ナーの各ノミニーが承認事項となっています。 

国際協議会は 1 月に開催されます。9 月にガバナー

エレクトのトレーニングを日本でやっていますが、1 月

本格的に一週間アメリカのサンディエゴで研修会があり

ます。そこに参加して、全過程を終了して、初めてガバ

ナーという資格を与えられます。また、国際協議会には

本人と奥さんが一緒出席しなければいけません。国際

協議会が終わると各地区で地区協議会が開催されま

す。ガバナー就任にあたっては、沢山の職務が与えら

れています。地区を運営する組織をつくらなければなり

ません、勿論 RI の方向性に基づいた地区運営です。 

① ガバナー補佐の任命、ガバナーは各グループの

ガバナー補佐に公式に推薦を依頼します。また、ガバ

ナー自身が個人指名する事も可能です。 

②組織のいろいろな部門の委員長と委員の任命責任も

あります。各委員はガバナーの意向を受けて地区の運

営にあたるという役目です。 

③ 公式訪問を実施をしなければなりません。 

④ 地区大会の開催をしなければいけません。地区大

会を開催するにあたって、クラブ皆さんお一人お一人

の出番になります。 

<経験としてクラブとの連携> 

クラブの会長、幹事予定者としっかりと打ち合わせをし

ました。クラブ会員は、ガバナー年度地区の運営とクラ
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ブの運営に尽力しなければなりません。クラブ内でしっ

かりバランスの取れた組織形態を選択するべきです。

地区大会のクラブ実行委員会を形成するときにクラブ

の委員会構成とイコールになるなるよう一体性を持た

せました。なるべく会議の重複をさけるように、主要なと

ころはクラブ内でよく話しました。結果、非常にスムーズ

に進めることができました。地区運営にあたって、クラ

ブの中でこれからロータリーを積極的にやろうとする人

は地区の副幹事などに輩出されたほうが良いと思いま

す。必ず将来クラブや地区で活躍するようになります。 

【ガバナーを終えて】 

私は、ガバナーは大変な任務を負っており、私のロー

タリーライフにはないものと決めておりました。しかし、

クラブ全員で推薦され、断腸の思いで引き受けました。

終わって見て良い経験をさせてもらったというのが実感

でありました。その後クラブ、地区に感謝のお返しをし

なければと思いました。何よりも所属する浦和東ロータ

リークラブへのお返しをしなければなりません、微力な

がら続けているつもりです。 

<ロータリーは楽しくなければいけない> 

「今日、あの人に会える。あの人にこの事を聞いてみた

い」などいろいろな出会いがあります。自らの足らざると

ころを学び自己研鑽に努め、奉仕の心を学ぶそして実

践すること、これがロータリーの目指すところです。 

<人との出会い、信頼関係を構築する> 

お互いのクラブの中での信頼関係を作ること。例会に

出てくるのが楽しいとなると例会の日を優先的にします

楽しいことが第一です。そしてお互いの信頼関係の構

築が大事です。自分の足りないことを人様から学ぶ。こ

うしたことはロータリーにとって大事なことであります。 

<ロータリーが掲げる、奉仕の理念> 

「他の人を思いやり他の人の役に立つことをすること」 

今後越谷北 RC の発展を申し上げます。 

ありがとうございました。 

 

      

・北清治元 RI理事、本日はご教示の程、お願い申

し上げます。髙𣘺正美会員、松井直前会長、お誕

生日おめでとうございます。        鈴木英男 

・会長不在ですが宜しくお願いします。お客様いらっ

しゃいませ。                  大島直幸 

・元 RI理事北清治様、本日はよろしくお願い致しま

す。オブザーバー、吉田実様ようこそいらっしゃい

ませ。          

青木清、伊藤純、稲垣勝三 

大熊正行、木村二夫、関森初義 

中澤伸浩、松﨑義一、宮﨑敏博 

・元 RI理事、北清治様、本日卓話宜しくお願いしま

す。オブザーバー吉田実様ようこそ。誕生祝ありが

とうございます。               松井昭夫 

・9月 4日で 79歳になりました。末永く面倒みてくだ

さい。                     髙𣘺正美 

・本日もよろしくお願い致します。      髙瑠美子 

・世界平和のために。                  

市川洋和、大濱裕広、酒井新樹、山本正乃 

・一か月振りの例会出席です。8月の忙しさから解放

されたと思ったら葬式が入ってきて今日もお通夜

です。                      石井知章 

・前回欠席すいません。           会田謙二 

・欠席が多くすいません。              小林光則 

・本日も早退、来週欠席。すいません。  江口公晴 

 

出席報告 

 

会員数            53名 

出席免除者         15名 

出席者            42名 

欠席者            11名 

出席率            83.7% 
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