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会長卓話 

 

 足元の悪い中、第 8グループ原ガバナー補佐大

熊次年度ガバナー補佐野田ロータリークラブ仲長

パスト会長様ようこそ。本日の卓話は、越谷北ロ

ータリークラブガバナ補佐の歴史について卓話い

たします。私が入会して 16 年経ちますが以前の

事は、分かりませんが調べた限りで卓話いたしま

す。当クラブ１番初めのガバナー補佐は、

1995-1996年度に宇田川会員がなりました。この

当時は、分区代理と呼ばれていました。その当時

は、第 5グループ（越谷ロータリークラブ・越谷

南ロータリークラブ・越谷北ロータリークラブ・

越谷東ロータリークラブ・越谷西ロータリークラ

ブ・越谷中ロータリークラブ・岩槻ロータリーク

ラブ・岩槻東ロータリークラブ・岩槻中央ロータ

リークラブ・蓮田ロータリークラブ・白岡ロータ

リークラブ）でした。次に 2002-2003年度木村年

度の時に青木康國会員が当クラブから出ました。
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この時は、リベートゲームで各クラブから代表者

で職業奉仕について行いました。その後、懇親会

でビンゴゲームなどした思い出があります。その

時私は、石川輝次会員とビンゴの賞品などの買い

出しなど懇親会の手伝いをしました。次に

2008-2009年度関森年度では、稲垣会員が当クラ

ブから出ました。石川輝次会員が補佐幹事でした。 

私は、事業担当で越谷市内中学校吹奏楽の演奏を

コミセンで開催いたしました。 

2012-2013年度一柳年度では、関森会員が当クラ

ブから出ました。私は、補佐幹事をいたしました。

始めは食文化の内容で IM は、進みましたが会場

的に無理で断念をして越谷市内の文化人の方々に

色々な出し物をして頂きました。そして去年は、

小林操会員が当クラブから出ました。去年は、公

務重なり IM には、出席できませんでしたがポリ

オについてなど行いました。今年度越谷東ロータ

リークラブ原ガバナー補佐には、大変お世話にな

っています。私なりに出来るかぎり原ガバナー補

佐のお役に立ちたいと思います。 

 

長谷川 真也 会長 

 

幹事報告 

 

大島 直幸 幹事 

地区より 

次年度ロータリ財団補助金セミナーのご案内が届い

ております。 

法人会より 

公開講演会開催のチラシが届いております。 

ロータリー財団より 

確定申告の用紙が来ておりますので、各会員のメー

ルボックスに入れておきます 

。 

 

お客様挨拶 

 

第 8グループガバナー補佐 

原 美光 様 

 皆様こんにちは。1月 25日の IMにはたくさんの方

のご参加有難うございます。特に長谷川会長にはお

礼を言わないとと思いましてお寄りしました。実は、

IMで植樹の模様をDVDで流したのですが、その植

樹の最中のカメラマンや DVD の編集などを長谷川

会長が全部引き受けて頂きまして、ありがとうございま

した。皆様のおかげで無事 IM を行う事が出来ました。

ありがとうございました。 
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次年度第 8グループガバナー補佐 

大熊 進 様 

 皆様こんにちは。久しぶりにお寄りさせて頂きました。

まずは自己紹介からします。私は蒲生生まれの蒲生

育ち、年はあと 10日で 70歳になります。所属は越谷

南ロータリクラブです。第8グループは12グループの

中で 3 番目に会員数の多いグループです。これも皆

様の会員増強の活動のおかげです。これから忙しい

日々が続きますが、今後とも次年度のご協力よろしく

お願いします。 

 

 

野田ロータリクラブ パスト会長 

仲長 孝 様 

皆様こんにちは。野田ロータリクラブに所属しておりま

す仲長 孝です。仲長という名字は全国で 90 件しか

いないみたいで、絶滅危惧種みたいです。平成 7 年

から皆勤しておりまして、今回メーキャップで越谷北ロ

ータリーさんにお邪魔しました。こちらには千葉CCの

会員の長島さんと大熊さんの名前が名簿に載ってい

たので連絡させて頂きました。仕事は印刷一式およ

び包装・資材の販売をしております。只今地元という

ことで千葉CCの理事を 4期務めています。また馴染

みが出来ましたので寄らせて頂きます。 

 

 

雑誌記事紹介 

 

市川 洋和 会員 

 昨年のロータリーの友 11月号に掲載された「職

業奉仕を考える」という投稿から抜粋してお読み

したいと思います。2017 年 1 月号のロータリー

の友に「日本のロータリーがロータリーの世界で

孤立していく」という寄稿がありました。世界の

ロータリーが考える「職業奉仕」と日本で考える

「職業奉仕」には大きなズレが生じているという

ものです。私たちは日本のロータリーをつくり上

げた先人たちのロータリー観に影響を受け、今日

に至っています。先人ロータリアンの「職業奉仕」

の考えを今まで通り継承していくのか、RIの考え

に沿って修正するのかということです。私は RI

の考えは考えとして、個人がどのように「職業奉

仕」を考えるかだと思います。集団で、みんなで

考えることはできないからです。便宜上、みんな

で考えたような形をとりますが、実際には一つの

考えに同調しているだけです。最近はやりの言葉

に「忖度」があります。物事にはプラスとマイナ

スの二つの面があり、人はそれを自分の都合でう

まく使い分けます。「忖度」を良い意味で使うと相

手を慮ることになり、喜ばせることになります。 
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ロータリーで言う「相手の身になって考えよ」に

近い考えです。逆に、「忖度」も権力や思惑が介在

すると度をこし、ついには法を捻じ曲げる結果と

なります。損得が絡んでくると揺れ動くのが人間

の心です。判断する時に損か得かを考えるから間

違います。当たり前のことですが、判断基準は常

に「正しいか、正しくないか」でなければなりま

せん。しかし、この「当たり前のことを、当たり

前に行うこと」ほど、難しいことはありません。 

今回の記事で「忖度」という言葉が出てきました

が、ロータリーには「四つのテスト」があります。

私たちロータリアンは、この「四つのテスト」を

心がけて行動すれば間違いはないと思います。 

 

委員会報告 

米山記念奨学委員会：小林 光則 委員長 

各会員のメールボックスの中に普通寄付 5.000円と 

特別寄付 20.000円の税額控除の証明書を入れてあ

ります。確定申告に使われる方は使ってください。尚、

特別寄付をまだ払っていない方は、3月が米山月間

となりますので、そのときに寄付する事が出来ます。 

内部卓話 

 

節分に関する卓話 

 

 

 

江口 公晴 プログラム委員長 

 まず、節分とは、各季節の始まりの前日のことを言

います。節分とは「季節を分ける」ことを意味している

といわれています。具体的には、季節の分かれ目で

ある、立春・立夏・立秋・立冬の前日のことをいいます。

つまり、実は 2月 3日の節分だけではなく年に 4回あ

ります。昔から 2 月の節分は、新しい年を迎える立春

の前日として特に重要とされてきたそうです。室町時

代くらいからは、一般的に立春の前日だけを節分と

呼ぶようになったそうです。新しい年の始まりと聞くと

元旦を想像される方も多いかもしれませんが、旧暦で

は、新年は 2月 4日から始まります。節分はその前日

ですから大晦日にあたります。昔は、季節の変わり目

に鬼がやってきて、病気や災害などの嫌なことを起こ

すと考えられていたそうです。鬼に嫌なことを起こされ

ないために、季節の変わり目には、精霊が宿るとされ

た大豆をまきはじめたとの事です。豆は魔(ま)を滅

(め)するとも読め、鬼が集まってきやすい節分に豆を

まいて、無病息災を願ったそうです。また、節分には

柊鰯(ひいらぎいわし)を魔除けのために玄関に飾ると

いう風習もあります。焼いた鰯のにおいとひいらぎの

とげで、鬼が家に入ってくるのを防ぐといわれていま

す。この風習は土佐日記にも登場するものですが、

主に関西、西日本、東海地域で行われているそうで

す。そして、同じく関西が発祥といわれ今や全国的な

風習となっているのが、恵方巻きです。節分に、恵方

に向かって願い事を思い浮かべながらまるかぶりし、

言葉を発せずに最後まで一気に食べきると願い事が

叶うといわれています。関西では丸かぶり寿司と呼ぶ

地域もあるそうです。今年の恵方は南南東です。また、

豆まきでまいた大豆は、自分の数え年(実年齢＋1

歳)の数を食べるといいといわれています。さらに 1個

多く食べると、丈夫な体になり風邪をひかないとも言

われています。また升の中から一掴みで自分の年の

数だけ掴めると非常に縁起が良いという言い伝えが

あるそうです。 
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これより例会場の鬼を退治します。 

 

 

 

 

 

 

 

      

・1月 25日の IMでは大変お世話になりました。 

原 美光 様 

・常日頃北クラブさんにはお世話になっております。

今日は次年度ガバナー補佐の挨拶に来ました。 

また次年度もよろしくお願いします。 

大熊 進 様 

・第 8グループガバナー補佐原様次年度ガバナー

補佐大熊様野田ロータリークラブパスト会長仲長

様ようこそ                  

長谷川真也 

・お客様ようこそ。                大島直幸 

・ガバナー補佐原様・次年度ガバナー補佐大熊様

先日の IMは大成功でおめでとうございます。野田

RCパスト会長仲長様ようこそ。いつも何かとお世

話になっております。            大熊正行 

・長島さん司会宜しくお願いします。私、昨日転んで

しまい頭と足をけがしてしまいました。頭は大丈夫

ですが、足をひねってしまい運転できず、欠席しま

す。                      須賀篤史 

・2 月 11 日に越谷ユネスコ協会主催のチャリティー

茶会、ついに開催されます。会場は越谷能楽堂で

す。よろしかったら、ご来場ください。   

小林光則          
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・原ガバナー補佐大熊次年度ガバナー補佐野田ロ

ータリー仲長様ようこそ。 

宮﨑敏博・岡﨑勲・関森初義・松﨑義一 

青木清・会田謙二・市川洋和・鈴木英男 

・世界平和のために。              

大濱裕広 

・IM休んでしまい申し訳ございませんでした。インフ

ルエンザが良くなりました。皆さんもご自愛ください。

江口公晴 

・例会出席久しぶりです。お陰様で雪がかなり降りま

した。ニコニコです。            

 一柳昌利 

・前回欠席しました。              

太田靖彦 

・本日宜しくお願いします。 

長島洋一・佐藤要 

・本日早退します。 

髙瑠美子・橋本哲寿 

出席報告 

 

会員数            54名 

出席免除者         15名 

出席者            37名 

欠席者            17名 

出席率            68.5% 
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