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会長卓話 

 

吉澤 晴雄 会長 

皆様こんにちは。本日は秋空の下しらこばと陸上

競技場では、越谷市内の全30校の小学生が集まり、

市内陸上競技大会が開催されています。ロータリーク

ラブ第 8グループからもロータリー賞という事で、青少

年育成に協力をしております。 

陸上と言えば、13 日（土）国営昭和記念公園にて、

箱根駅伝の予選会が開催されました。本間睦人会員

と鈴木英男会員が、現場に行って予選会を見たそう

ですが、すごい人数だったそうです。私もテレビで観

ていましたが、現場で見る迫力とテレビから伝わって

くる迫力はかなりの差があるのだと思います。是非、

本間会員にはプログラム委員長にお願いして、箱根

駅伝についての卓話をお願いしたいと思います。 

今年は、わが母校の日大も出場しますので、お正

月が楽しみです。 

先週 11 日（木）には、長谷川直前会長を始め、多

くのメンバーに浪江ロータリークラブの例会に出席し
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ていただきました。震災後、久しぶりの如水での例会

という事で、たくさんの友好ロータリークラブのメンバ

ーが出席したそうです。この模様は、近藤委員長が

北クラブのフェイスブックに UP していますので、フェ

イスブックを登録している方は、ご覧いただきたいと思

います。 

さて、本日は朝日新聞の記者であります、榊原一

生様をお迎えしての卓話となります。関西学院大学

にてアメリカンフットボール部に所属していたそうで、

もしかしたら、日大アメフト部の事などお聞きできるの

かなと、楽しみにしていました。 

本日もどうぞよろ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 

11/10(土)-11（日）、大宮ソニックシティにて地区大会

が開催されます。次年度ホストクラブを務めるクラブと

して、全会員の出席をお願いします。出欠回答が未

了の会員は、すみやかにご回答をお願いします。 

本年度は、例年と異なり、クラブ紹介の際、クラブ会

員全員がステージに登壇します。クラブ紹介は、

11/11(日)の大会第 2日第 2本会議の 14：20予定で

す。また、次年度ホストクラブ紹介及び挨拶が、17：

55 より予定されており、その際にも、当クラブ会員が

ステージに登壇し、全会員で次年度へ向けてのアピ

ールをすることになっています。 

次年度ホストクラブとして面目を損ねることのないよ

う、全会員全日のご出席参加を、どうしてもやむを得

ない事情で全日の参加が難しい場合でも、クラブ紹

介、ホストクラブ紹介の時刻には必ずご参加頂きます

ようお願いします。 

・10/11 に、浪江 RC 友好委員会長谷川委員長、大

島副委員長、クラブ活性化委員会松井委員長、小宮

山エレクト、幹事中澤の 5名で、浪江RC例会に訪問

して参りました。次週、浪江RC友好委員会長谷川委

員長から、改めてご報告させて頂く予定です。浪江

RC は来年度 50 周年を迎え、2019 年 11 月に周年

事業が予定されているとのことです。 

（地区より） 

・11/24 に開催される米山記念奨学生カウンセラー研

修会のご案内が届いております。 

（第 8G より） 

・第 8G 各クラブより、11 月度プログラムが届いており

ます。 

・越谷東 RC より、10/27 開会式にて開幕する第 17

回越谷市高校野球大会のご案内が届いております。

開会式には当クラブより吉澤会長及び幹事が出席し

ます。 

 

雑誌記事紹介 

 

会田 謙二 会員 

ロータリーの友 10月号から抜粋 

「例会を月に 2回にする決断」 

時の会員増強委員会が、「毎週月曜日の昼に開かれ

ている例会を隔週にしてくれるなら、会員を 50人まで

増やす」と提言したのを受けて、脇田執行部は「2018

年の 1月を期して、例会は第 1、第 3月曜の月 2回と

する」と提案、10月の総会に諮ったのだった。 

 「変えなくてはいけないロータリー、変えてはいけな

いロータリー」と言いつつ、「こんなことやっていてい

いのかな」と脇田会長自身は悩んだ末に、反対票を

投じたようだ。結果は1票差で執行部案が認められた。  

結果、会員は 16人増えて 41人になっていた。目標
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の 50人は目前である。 

 このような記事が載っていました。色々な会員増強

の方法があると思いますが、当クラブにおいてもそう

いった議論が必要になってくるときもあるのかなと思

います。 

 

委員会報告 

出席会場運営委員会 渡辺 裕介 委員長 

2072回例会はガバナー補佐訪問及び第 3回クラ

ブ協議会が開催されますので、会員皆様の出席をよ

ろしくお願い申し上げます。なお、年度計画書を必ず

お持ち頂きますようお願いします。委員長が欠席の

場合は副委員長もしくは代理の出席をお願いしま

す。 

 

公共イメージ部門 近藤 慎悟 副委員長 

皆様のご協力のおかげで、マイロータリー登録

100％達成を達成することができました。アカウントの

方は事務局で管理していますので、必要な方はご連

絡ください。また、すでにマイロータリーに登録済み

だった方はそのままマイロータリーを使用することが

できますので、よろしくお願い申し上げます。 

 

青少年奉仕委員会 江口 公晴 委員長 

 毎年 2月に行われている韓国研修事業の件です。

現在獨協インターアクトの生徒さんで韓国に行きたい

と希望されている生徒さんが3名いらっしゃいます。し

かし、お三方の家庭やその他インターアクトの生徒の

ご家庭とも受け入れが難しいとの事で返答を頂いて

います。申し込みが今月中なので期限が迫っていま

す。そこで、クラブのメンバーの皆様にぜひ受け入れ

をお願いしたく思います。「いいよ」という方がいらっし

ゃいましたら、私までご連絡いただければと思いま

す。 

 

 

外部卓話 

 

朝日新聞スポーツ部記者 榊原 一生 様 

皆様こんにちは。今日はお招きいただきましてあり

がとうございます。只今ご紹介預かりました朝日新聞

スポーツ部記者の榊原一生と申します。本日はロー

タリアンの皆様に「奉仕」というテーマで皆様にお話し

したい事があります。それは『パラスポーツ』です。 

 

パラスポーツ（障がい者スポーツ）はテレビでは知

っているけど実際に見たことがないという人がまだ多

いですが、実は想像を超えたスポーツなのです。 

 

陸上走り幅跳びマルクス・レーム選手は交通事故

で右足の膝から下が義足です。 

 

リオ五輪選手は 8m38cmですが、彼は 8m47cm と

健常者を超える記録を出しています。本人はパラリン
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ピックではなく、オリンピックでの出場も考えていまし

たが、義足のバネが有利にならないという事を証明す

る必要があり、うやむやになりました。 

 

イランの選手、パラパワーリフティング（ベンチプレ

ス）このシアマンド・ラーマンさんは世界記録保持者で

310kg持ち上げます。同じルールで健常者が行うと

280kgぐらいしか上がりません。コーチ曰く、下半身

を使えない分、上半身が発達していくそうです。 

 

パラアスリート達に企業が熱視線を送っています。 

 

なかなか法定雇用率が 2.2%を超える企業はありま

せん。そのため、パラアスリートを採用して、社内のパ

ラリンピックムーブメントや障がい者への理解を高めよ

うとしている企業が多くあります。 

 

皆様にもパラアスリートの存在を知って頂きたく思

っています。今回の卓話が皆様のきっかけになって

頂ければと思います。ありがとうございました。 

 

    
・榊原一生様、本日は卓話よろしくお願いします。楽し

みにしておりました。 

吉澤 晴雄 

・榊原様、本日卓話よろしくお願いします。 

中澤 伸浩 

・榊原一生様、本日卓話よろしくお願い致します。     

宮﨑 敏博 鈴木 英男  松井 昭夫 

 小宮山 大介 松崎 義一 大熊 正行 

市川 洋和 

・秋らしくなってきました。元気が出てきました。 

小林 操 

・須賀さん結婚おめでとう。おくれてごめんなさい。榊

原さん卓話よろしく。 

青木 清 

・誕生祝い、ありがとうございます。 

酒井 新樹 

・前回欠席申し訳ございませんでした。 

橋本 哲寿 

・本日もよろしくお願いします。 

佐藤 要 

・本日早退します。夜は、越谷北 RC 野球クラブ初試

合がんばりましょう。 

深野 秀樹 

・本日早退します。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            28名 

欠席者            21名 

出席率            70% 
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