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会長卓話 

 

長谷川 真也 会長 

本日は、政治とロータリーについて卓話致します。 

ロータリーと政治に関しましては、一般に国際ロー

タリーの所定の方針を守ること、また、誤解を生じ、悪

意を生み、平和達成と維持への努力を後退させるよう

な行動、発言、通信、文書は、躊躇することなく避け

ることとされております。手続要覧（2001年）の 47頁

に「ロータリーの基本的特色」が述べられていますが、

その最後に「ロータリアンの宗教的、政治的信念は個

人の問題とみなされる」とありますように、ロータリアン

は、いかなる宗教的、政治的信条を持とうと、問題に

されることはありません。しかしながら、同じ手続要覧

の 174頁にありますように、「ロータリアンが政治運動

促進のためにロータリーの名称と徽章、ロータリークラ

ブ会員名簿または他のロータリアン名簿を使うことは
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できない。政治的利益を得る手段としてロータリーの

親睦を使うことは、ロータリーの精神に反することであ

る。」としております。そこで、「ロータリーの政治に対

する考え方」を整理してみますと、同手続要覧の 19

～20頁に次のように掲げられています。 

 

国際ロータリーとその加盟クラブは、党派的政治声

明を発表することを控えなければならず、かつ、ロー

タリアンは、政治もしくは行政当局にいかなる団体的

圧力をもかけてはならないのであるが、次のことを行う

のはロータリアンの義務である。 

1）クラブ内で：世界理解と平和というロータリーの目

標の追求と、自己の職業および地元地域社会への

奉仕に影響を及ぼすものに限り、地元地域社会お

よび世界各地の政治活動を検討し、公平な立場で

全体で討論しあった後、各会員がそれぞれ自分自

身の結論を下せるように、釣り合いのとれたプログ

ラムと討論を通じて、信頼できる情報を得ること。 

 

また、その第 3節 「政治課題の禁止」の項では、 

（a）「本クラブは、政治的性質をもった世界問題また

は国際政策に関して、討議ないし、見解を採択し

たり配布したりしてはならない。またこれに関して行

動を起してはならない。」とし、 

（b）「本クラブは、政治的性質をもった特定の国際問

題の解決のために、クラブ、国民、政府に対して嘆

願してはならない。また書状、演説、提案を配布し

てはならない。」としております。 

 

このように、ロータリアンが個人として政治的な信条

をもつことは自由ですし、ロータリアン個人の政治的

信条を行動として表現することも自由です。 

しかしながら、政治の場にロータリークラブが入り込

むことは、ロータリアン個人の政治的信条を侵すこと

になりますので、ロータリーとしてはこのような立場をと

るわけであります。 

会員個人はロータリアンとしての自覚のもと、良き

市民として、あるいは同業者の代表として、大いに政

治運動をやっていただきたいと思う次第であります。 

 

今年は、政治がらみの言葉が流行語の候補に入っ

ています。 

忖度 

「森友学園問題」から端を発して、籠池氏の証人喚

問後に次々とメディアで取り上げられるようになった

言葉。忖度とは「他人の気持ちを推し量る、慮る（おも

んぱかる）」という意味で日本特有の「良きにはから

え」相手の意向を組んで先回りして動こうといったニュ

アンスで使われます。 

このハゲー！ 

豊田真由子議員の音声がワイドショーなどで流れ、

テレビの前でドキッとしてしまった方もいらっしゃった

のではないでしょうか。 

一線を越えてない 

使い勝手がいい言葉で流行った言葉です。 

2017年は、政治がらみが多い 1年でした。以上で

本日の卓話を終わります。 

 

 

その他候補予想として出ている語句 

（政治関連のみ抜粋） 

・プレミアムフライデー 

・安倍一強 

・共謀罪 

・都民ファーストの会 

・二重国籍問題 

・Jアラート 

・離党ドミノ 

・排除 

・えだのん 

出：インターネット調べ   
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お客様挨拶 

 

地区青少年交換委員会 

委員長 星野 晃一朗 様 

皆様こんにちは。地区青少年交換委員会委員長

の星野でございます。常日頃、青少年交換プログラム

に関しまして、多大なるご理解とご協力を賜りまして、

誠に感謝しております。今日参りましたのには、みっ

つあります。 

ひとつはご協力頂いている中で、小宮山大介さん

を地区の交換委員会に派遣して頂き、幹事をやって

頂いております。大変貴重な人材を当委員会に派遣

して頂いて、本当にありがとうございます。ふたつ返

事で幹事を引き受けて頂いた時には本当に嬉しくて、

問題を全部小宮山さんに投げては小宮山さんの大き

な体に隠れて、委員長の仕事がスムーズに進んでい

ます。本当に感謝しております。 

ふたつ目は、毎回のお話で申し訳ないのですが、

今回 18名の学生が高校生として合格となりました。

ですが、まだスポンサーが決まっていない学生が数

名おります。是非、11月の理事会でご検討をお願い

頂けたらと思います。もちろん、決して無理強いは致

しませんが、どうすればできるのかなと考えておりまし

て、もし、こういう条件だったらやってもいいぞ！など

ご提案がございましたら、是非委員会までお知らせ下

さい。 

最後に、次年度、大宮 RCから 40年ぶりにガバナ

ーが輩出されます。その次にはこちらの越谷北RCの

小林さんが出る予定となっておりますが、是非、いい

バトンをお渡ししたいと思いますので、何卒、ご協力

を頂けたらと思います。ありがとうございました。 

 

入会式 

 
会長告辞 

 
ロータリーバッチの贈呈 
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吉田 実 会員 

 皆様はじめまして。吉田実と申します。今日こちらの

クラブに入会する事が出来まして、今後皆様からいろ

いろなお話を伺って、自分自身も成長していきたいと

思っております。また、皆様と一緒に、社会奉仕など

頑張って行きたいと思っておりますので、これから宜

しくお願い致します。 

・～ これから力を合わせて頑張って参りましょう！ 

宜しくお願い致します。 ～・ 

 

幹事報告 

 

大島 直幸 幹事 

・地区より、「決議審議会・投票について」のお知らせ

が届いております。 

・地区大会記念ポリオ撲滅チャリティーゴルフ大会参

加のお礼状がきております。大変な天気の中、参加

して頂いた会員の皆様、ありがとうございました。 

・越谷東 RC より、越谷市高校野球大会のポスターが

届いております。11月 3日 9時より開会です。お時

間のある方は是非足をお運びください。 

・クラブより、来週 11月 1日の例会終了後に、第 5回

理事・役員会が開催されます。理事・役員の皆様の

ご出席をお願い致します。 

・地区より、RLIに参加される方は、お知り合いを増

やす機会ですので、是非名刺をたくさんお持ち下さ

い。との事です。 

・桶川イブニングRCより、2017年 11月から 2018年

4月末まで例会場が変更になるとのお知らせがきて

おります。 

・第 14回日韓親善会議のお礼が届いております。こ

ちらも参加して頂いた方、ありがとうございました。 

 

 

委員会報告 

 

・浪江友好委員会 ： 松井 昭夫 委員長 

 先日、「6 年ぶりに地元で」という事で、浪江町の地

域スポーツセンターで例会が開催されました。私共の

中からは 9名の参加を得まして、喜多方RCからは 3

名、湘南の RCから 1名、総勢 50名近い例会で、成

功に終わりました。その後町内を一巡してみましたが、

まだまだ、復興はこれからだなと、我々も支援してい

かなければいけない。という思いを新たにしました。 

  

・野球同好会 ： 川島 徹 会員 

 先日長谷川会長からもお話がありました通り、越谷

北 RC で野球同好会を作りたいと思います。来年 5

月から9月に行われる、全国ロータリー野球大会に向

けてメンバーを募集致します。本日入会案内の FAX

を送りますので、入会希望の方は10月31日までに、

川島までご返送ください。皆様のご参加をお待ちして

おります。 
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卓 話 

 

プログラム委員会 

委員長 江口 公晴 会員  

皆さんこんにちは。本日はハロウィンにちなんでと

言う事で、卓話をさせて頂きます。 

まず初めに、ハロウィンとはどういう物なのかと言う

事を簡単にご説明させて頂きます。 

ハロウィンはキリスト教の祝日である「万聖節」の前

夜のお祭りと言う事になっておりますが、もともとは古

代ケルト人が起源だとされています。ケルト人の年末

が 10月 31日である事と、ローマ人のお祭りが混ざっ

て、この日は秋の収穫を祝う収穫祭が行われていま

した。同時に、一年の終わりの日には死者の霊がこの

世に戻ってきて、黒猫を連れた魔女や悪霊が悪さを

すると信じられていましたので、収穫を祝うと共に、悪

い霊を追い払うと言う意味合いを含めてこのようなお

祭りを行った事が、今現在に至っていると言う事でご

ざいます。 

それでは、本日は皆様にかぼちゃのランタンを作

ってみてもらいたいと思います。一人で作ると 20分も

あれば作れるかと思いますが、今回は可愛い顔や凝

ったランタンを、皆さんで楽しく作ってもらいたいと思

います。宜しくお願い致します。 

 

 

 

      

 

・本日吉田実様、入会おめでとうございます。これか

らロータリー活動頑張って下さい。 

長谷川真也 

・星野様、いらっしゃいませ。吉田さん入会おめでとう

ございます。 

大島直幸 

・青少年交換プログラムへの一層の御理解と御協力

を宜しくお願い致します。 

地区青少年交換委員会 星野晃一朗 委員長 

・暫く例会を欠席しましたが、私は西イランを旅行して

いた為です。この地方は古代文明、メソポタミア時代

の東隣国で、4,500年前位の古代遺跡が数多く発

見されています。壮大な歴史ロマンを肌で感じる旅

でした。旅行中に結婚祝いを頂きありがとうございま

した。 

鈴木由也 

・今日の指定席は最高です。席決めした人に感謝で

す。 

大熊正行 

・本日もよろしくお願い致します。 

髙瑠美子 

・世界平和の為に 

石井知章 

・誕生祝いありがとうございます。 

小林政一 

・星野委員長、本日はありがとうございます。週末の

委員会、台風が心配ですね。 

小宮山大介 

・本日早退させて頂きます。まことに申し訳ございませ

ん。日々、奉仕の気持ちを大切に。本日もよろしくお

願い申し上げます。 

新沼徹 

http://koshigayakitarc.dyndns.org/
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・10月、3月は米山月間です。特別寄付を宜しくお願

い致します。 

小林光則 

・星野様、本日ありがとうございました。また、新会員

の吉田様、宜しくお願いします。 

青木清 

・地区青少年委員会委員長、星野様。いらっしゃいま

せ。当クラブの小宮山様がお世話になっておりま

す。 

松﨑義一 

・地区青少年交換委員会星野様、ようこそ。11月 24

日は世界ポリオディ。皆さん何かしましたか？ 

小林操 

・吉田君、入会おめでとうございます。宜しくお願いし

ます。 

関森初義・松井昭夫 

・地区青少年交換委員長、星野様。本日は宜しく。ロ

ータリーバッチ忘れました。 

宮﨑敏博 

・地区青少年委員会星野浩一郎様、ようこそ。本日は

宜しくお願いします。 

木村二夫・中澤伸浩・堀野眞孝 

・お客様いらっしゃいませ。プログラム委員会さん、本

日卓話楽しみにしています。 

市川洋和 

・誕生祝いありがとうございます。 

小林政一 

 

出席報告 

 

会員数            54名 

出席免除者         15名 

出席者            13名 

出席率            80 % 

 

 

まずはマジックで思い思いの顔を描きます 

 

 

 

下絵ができてナイフの準備 

http://koshigayakitarc.dyndns.org/


週報                                       2017-2018国際ロータリーテーマ 

第 2770地区 第 8グループ                            “ロータリー：変化をもたらす” 

            ＲＩ会長 イアン H.S.ライズリー 

 

越谷北ロータリークラブ    

「元気で楽しいロータリー活動」   2017-2018 長谷川真也会長 提言 

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

7 

 

 

 

早速種抜き用の穴をくりぬきます 

 

こちらはまだ下絵中 

「おい、顔書いてくれよー！」 

 

協力し合って 安全第一！ 

 

 

 

手元 お気を付けください！ 

 

きれいに開きました！ 

 

 

中身を綺麗にするのも共同作業 

http://koshigayakitarc.dyndns.org/
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仕事人の如き構え!? 

 

なにやら凝った下絵が見えます… 

仕上がりが楽しみですね♪ 

 

さすが料理人！手付が違います 

 

 

 

中を綺麗にするのが大事です 

 

真剣な眼差し… 

 

 

かぼちゃを労る仕事人 
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作業に没頭中…楽しそうですね 

 

凝った下絵だけに くりぬきにも気を遣います 

 

いよいよ灯を入れます 

なかなか雰囲気がありますね… 

夜に見たら怖そうです 

 

 

今回の班分けは血液型でした！ 

個性、出てますか？ 

 

 

ジャック・オー・ランタン 

（英: Jack-o'-Lantern） 

またはジャック・オ・ランタン、ジャッコランタン 

アイルランドおよびスコットランドに伝わる鬼火

のような存在。 名前は「ランタン持ちの男」の

意。 火の玉の姿の他、光る衣装を身に纏うカ

ボチャ頭の男の姿であらわれることもある。 

由来になった物語等、諸説あり。 

 

 

手作りランタン作りはいかがでしたでしょうか？皆さ

んが協力して、和気藹々と楽しんでる様は意外な盛り

上がりを見せ、大成功だったように思います。 

長谷川年度会長提言「元気で楽しいロータリー活

動」をモットーに、これからもいろいろな企画を発案し

て、どんどん皆で楽しんで参りましょう！ 

皆様、お疲れ様でございました。 

 

 

 

 

http://koshigayakitarc.dyndns.org/

