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会長卓話 

 

吉澤 晴雄 会長 

皆様こんにちは。11月 10日（土）11日（日）に開催

されました地区大会には大勢のメンバーの皆様に参

加していただきまして、誠にありがとうございました。  

私は両日終日参加して感じたのが、来年は大変だ

な！という事です。ホストクラブは金曜日の午後から

準備と、2 日間両日とも朝からタスキをして、参加する

ロータリアンのお迎えをしていました。特に来年は 1

日目が浦和のロイヤルパインズホテルでの開催となり

ますので、ホストクラブとして、朝から RI 会長代理歓

迎晩餐会まで、大勢のメンバーが参加をしなくてはい

けません。次年度会長を中心にメンバー全員が一致

団結をしないと、地区大会の運営は難しいなと感じま

した。 

また、2 日目の最後には小林操ガバナーエレクト、

中里公造ガバナーノミニーの次に、次年度ホストクラ

ブとしての挨拶をさせて頂きました。かなり緊張しまし

たが、後ろに大勢のメンバーに見守っていただいて
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いましたので、しっかりお役目を果たすことができたと

思います。 

本日はその模様を杉山さんに撮影していただいて

いますので、皆さんにご覧になって頂きたいと思いま

す。 

本日の例会も宜しくお願い致します。 

 

 

幹事報告 

 

中澤 伸浩 幹事 

 

(クラブより) 

・地区大会の件 

先だっての地区大会に多数のご出席ありがとうござ

いました。クラブ紹介、次年度ホストクラブ挨拶にて、

しっかりとアピールできました。 

当日、地区より配布された印刷物をレターケースに

入れさせて頂きました。また、当日欠席された会員は、

プログラムの入ったトートバッグを各1個お持ち帰り下

さい。 

 

・須賀会員より、忖度まんじゅうのお土産を頂きました。

卓上に置かせて頂きますので、皆様でお召し上がり

下さい。須賀会員、ありがとうございます。 

 

(第 8グループより) 

・会員名簿が届きましたので、皆様のレターケース 

に入れ配布させて頂きます。 

 

結婚・誕生日祝い 

 
(誕生祝) 

市川 和洋 会員 ・ 江口 公晴 会員 

小林 操 会員 

(結婚祝) 

黒田 幸英 会員 ・ 鈴木 英男 会員 

おめでとうございます！ 

 

3分間ロータリー情報 

 

稲垣 勝三 会員 

「早退、遅刻の場合の出席成立はどこからか？」 

例会での早退、遅刻それによる例会出席の成立に

ついて、話してみたいと思います。 

私も今は隠居の身でありますが、かつては色々な

役職にも就いておりましたから例会に出てきても着席

後直ぐ退席という事もありました。退席場面で多いの

は卓話が始まる前に退席させて頂くというものです。

それでも出席と言うことに成りましたが、これについて

は年度計画の中、越谷北ロータリークラブ定款（黄色

い用紙の部分）に記載されています。その中の 9 条

出席に 60%ルールが書かれています。出席扱いの

為には 1時間の例会の 60%ですから 36分以上滞在
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の後後退席する必要があります。私は、ロータリーク

ラブに余り規定通りは要求しません。しかし 60%の規

定があることも承知しての甘えと、知らず只ルーズな

事は大いに違います。大した時間は要しません、クラ

ブの規定や細則にも一度は目を通して下さい。 

 

事業所紹介 

  

株式会社 エコーソリューション 今井 英治 会員 

今日は事業所紹介と言うことで弊社（株）エコーソリ

ューションについてご紹介させて頂きます。当社はシ

ラコバト水上公園の近くの工業団地の一角にござい

ます。 

事業としましてはアルミサッシ、ガラス、手すり、笠

木、エクステリア商品、住設（ユニットバスなど）等の資

材の販売及び施行工事を行なっております。中でも

手動式のシャッターを電動式シャッターに替える、或

いは既設のシャッターにモーターを付けて電動にす

る、また玄関ドアを後付のオートロックに変更するなど

付加価値を高めて差別化を計る等しております。同

業者の多い業界の為、価格競争に巻き込まれがちで

すが、ペットリフォームに力を入れてこの派生でリフォ

ーム工事や資材の受注につなげております。 

 

委員会報告 

国際奉仕委員会 須賀 篤史 委員長 

アンケートの結果、国際大会はドイツロマンチック

街道コース・滞在ホテルはハンブルク市内ホテルにて

ツアーを決めましたので進めます。 

また、国際大会の登録は 12/15 までなら 395 ドル

です。それ以降は 495ドルと 100ドル上がってしまい

ます。オンライン登録をおすすめしますが、難しい方

は 12/5まで事務局もしくは私までお申し付け下さい。 

 

雑事報告  木村 二夫 会員 

本日、浜丁寿司において先日クラブ内に作ることを

ご報告致しました、70歳以上のメンバーによる会の初

会合があります。10名ほどの会員が参加します。 

もう一件、当クラブの鈴木英男会員の記事がよみう

り新聞に掲載されています。ご一読下さい。 

 

外部卓話 

 

第 2770地区会員増強維持部門委員長 

オフィス J フリーアナウンサー 梶間 順子 様 

「仕事と私」 

私は好きなことを仕事に出来てとても幸せだと思っ

ています。大学時代にラジオのミス DJ に選ばれたこ

とをきっかけに仕事をはじめ、今日まで走り続けてき

ました。一番輝いていた時期が、世の中全体がお祭

りのように浮かれていたバブル真只中、それは、それ

は楽しい日々でした。しかしそんな時期が永遠に続く

はずもなく、その後ギャップに戸惑い、悩んだりもしま

したが、そこからどう生きるかが人生の課題となりまし

た。当時、女性の適齢期は 24、25 歳のクリスマスケ

ーキと言われていたころで、26歳ぐらいからはオーデ

ィションにも受からなくなり仕事は激減し、仲間はやめ

て結婚したり、仕事を変えましたが、私にはそんな勇

気もなく仕事の方向を変えることで精一杯でした。キ

ー局の番組からローカル局の番組へ、目の前のお客
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様の生の反応が伝わってくるファッションショーをメイ

ンにコンサート、イベント、トークショーなどの司会をは

じめました。またナレーター、声優として録音の仕事

にも携わるようになりました。今思えば、自分の時間な

ど全くなく、朝番組で起きられるか・・・のプレッシャー、

深夜番組での体力との勝負、大物芸能人との共演で

のストレス（笑）など、500 円玉ハゲをいくつも作り、突

然声が出なくなったり、体中に湿疹が出たり、食べ物

を飲み込めなくなったり・・・と過酷な毎日でした。大き

な挫折感、敗北感と戦いながらも今まで仕事を続け

てきたのは、たくさんの人の笑顔に出逢え、わずかな

がらも人に夢や希望を与えることが出来たこと、そし

て何よりも自分自身、心の充実、満足感、やりがいを

感じることが出来たからだと思います。7 年前からは

教育の仕事もはじめました。都内 5 ヶ所、神奈川 3 ヶ

所、埼玉 2 ヶ所で朗読教室、話し方教室、センスアッ

プ講座などの講師をつとめています。そこには 16 歳

から 86 歳までのたくさんの生徒さんがいます。年齢

に関係なく、努力すること、頑張ることの素晴らしさを

こちらが教えられています。技術的にも少しずつ確実

に上達し、人間的にも自信にあふれ魅力を増してい

く様を見届けられるのはとても嬉しいことです。 

 

    
 

・本日は皆様にお会いできて大変に嬉しく思っており

ます。いつも、お世話になり有難うございます！ 

本日は増強の話ではなく仕事の話をさせて頂きま

す。優秀なこちらのクラブに増強のお勧めなど必要

ないですね（笑）よろしくお願い致します。 

梶間 順子 

・国際ロータリー第 2770地区会員増強維持部門委員

長、梶間順子様本日は卓話よろしくお願いします。 

吉澤 晴雄 

・梶間様、ようこそ！本日の卓話よろしくお願いします。                       

中澤 伸浩 

・地区増強維持部門委員長梶間順子お姉さま、本日

は卓話ご苦労様です。地方出張の為例会欠席で誠

に申し訳ありません。先日の地区大会での部門報

告でのスピーチ素晴らしかったです。流石でした。 

大熊 正行 

・親睦ゴルフコンペに多数の会員の皆様に参加頂き、 

大変有難うございました。 

大熊 正行 

・親睦ゴルフに吉澤会長賞を頂き有難うございました。 

テーブルの饅頭は深い意味はありませんので召し

上がってください。 

須賀 篤史 

・会員増強維持部門委員長 梶間順子様本日の卓話

よろしくお願い致します。また結婚記念日にお花を

贈って頂きありがとうございました。 

鈴木 英男 

・誕生日のお祝いありがとうございます。 

市川 洋和 江口 公晴 

・地区会員増強維持部門委員長、梶間順子様本日の

卓話宜しくお願いします。 

会田 謙二 松井 昭夫 松﨑 義一 宮﨑 敏博 

・本日も宜しくお願い致します。 

髙 瑠美子 

・本日早退いたします。 

橋本 哲寿 

・世界平和の為に。 

大濱 裕広 

 

出席報告 

会員数            49名 

出席免除者         14名 

出席者            36名 

欠席者            13名 

出席率           92.3% 
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親睦ゴルフコンペ 

11月 15日 千葉カントリー川間コース 

 

 

コンペ受付場では既に盛り上がっていました 

 

 

卵を貰ってとっても笑顔の橋本会員 

 

 

天候にも恵まれ、やる気満々です！ 

 

 

 

 

綺麗なスイングを魅せる今井会員 

 

 

沢山の賞を貰った長谷川会員 

 

(表彰) 

◼︎優勝： 長谷川会員 

◼︎2位： 関会員 

◼︎3位： 髙橋 陽一会員 

◼︎会長賞： 須賀会員 

◼︎ニアピン賞： 

長谷川会員、須賀会員、今井会員、市川会員 

◼︎ドラコン賞： 

髙橋 忠克会員 (なんと 2つも獲得) 

◼︎ブービー賞： 

橋本会員、近藤会員 

豪華景品も沢山用意されていました。 

越谷北 RCの会員同士で親睦が深まったイベントで

した。 
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小林操ガバナーエレクト結団式 

11月 22日 大宮パレスホテル 

 

 

意気込みを話す小林様ガバナーエレクト 

 

 

ガバナーやパストガバナー、地区研修リーダーから

の激励の言葉で皆のやる気があがっています 

 

 

中川ガバナーより頂いたお祝いの鏡割り用のお酒 

 

 

 

 

懇親会では大変盛り上がりました 

 

 

素敵な笑顔の小宮山会員 

 

 

ダルマと一緒に記念撮影 
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