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会長卓話 

 

吉澤 晴雄 会長 

皆様こんにちは。本日は暑い中、国際ロータリー第

2770地区第７グループ、ガバナー補佐 池田岩夫様、

同地区青少年奉仕部門委員長 井上 亮（あきら）様、

同地区第 8 グループ 越谷 RC 会長 平田徳久様、

幹事 若海宗承（ひろつぐ）様、同地区第７グループ 

幸手中央 RC 大橋秀樹様、菅野（かんの）秀光様、

大塚 忠様、ようこそおいでいただきました。最後まで

お付き合い宜しくお願い致します。全国各地で、第

100 回甲子園大会の出場校が決まりだしています。

埼玉県も南埼玉は浦和学院高等学校、北埼玉は花

咲徳栄高等学校と予想通りの 2校が甲子園出場を果

たしました。是非甲子園で浦和学院と花咲徳栄の埼

玉県同士の決勝を期待したいものです。さて、第 10

回越谷ジュニア甲子園野球大会も来週に控え、本日

の会長卓話は J:COM で毎年放映していただいてい

ます、野球大会の開会式の映像を皆様にご覧になっ
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ていただこうかと思います。皆様の中にはこんな放送

合ったの？と思う方もいるかもしれません。 今年も開

会式の当日または翌日、そして閉会式の当日または

翌日に J:COM チャンネル 111 で放映される予定で

すので、是非ご覧になってください。特に今年は猛暑

の中での大会運営になります。クラブの中でも運営側

としての危機管理は?と言う言葉も耳にしますが、保険

は越谷、八潮、松伏とも学校保健が適応されるとの確

認が取れています。また、大会は、現場の先生方が

運営しますとの、確認も取れています。社会奉仕委

員会を中心に、事故、怪我の無いよう、先生方と密に

連絡を取り合い大会運営致しますので、皆様方のご

理解をよろしくお願い致します。最後に、本日は先だ

って開催されました、各部門セミナーの報告となって

おりますので、発表担当者は、セミナーで学んだこと

を是非ともクラブの皆様方に伝えて頂きたいと思いま

す。 本日も暑さに負けず、最後まで宜しくお願い致

します。                                                                                    

幹事報告 

 

中澤 伸浩 幹事 

越谷 RC の皆様、幸手中央 RC の皆様ようこそお

越し頂きました。またオブザーバーの飯野様ようこそ。 

(クラブより) 

･8/1（水）に第2回理事役員会が開催されます。クリス

マス例会会場の下見を兼ね、東武ホテルレバント東

京にて行われますので、お間違えの無いようお願い

します。集合は午後 5：45、1階ロビーです。 

・事務局杉山さん、伊丹さんへ、7 月分給与・賞与を

本日支給させて頂きます。 

(地区より) 

･「ロータリー･リーダーシップ研究会（RLI）パートⅠ」

のご案内が届いております。9/7（金）午前 9：30 から

大宮ソニックシティにて開催されます。会長エレクト・

ノミニー、幹事エレクトで未受講の方は必ず推薦して

下さいとのことです。それ以外の方にも希望者には参

加頂きたいと考えておりますので、参加ご希望の会員

は、幹事までお伝え下さい。 

・「第1回1000日会員の集い」のご案内が届いており

ます。入会 3 年未満の会員を対象に開催される集い

とのことで、9/22（土）にパレスホテル大宮にて開催さ

れます。追って、クラブより、入会 3 年未満の会員の

方にご案内させて頂きます。 

お客様挨拶 

 

国際ロータリー第 2770地区 第７グループ 

ガバナー補佐 池田 岩夫 様 

皆さんこんにちは。今年度ガバナー補佐を仰せつ

かっております幸手中央ロータリークラブの池田岩夫

でございます。宜しくお願い申し上げます。私のクラ

ブはですね、実は昨日公式訪問が終わりましてホッと

しているところです。本日は、小林操ガバナーエレクト

のために表敬訪問という形でお邪魔させていただき

ました。暑い日が続いておりますが、これからもガバ

ナー補佐の大役を全うしていきます。私のクラブでは、

越谷南の大熊さんとも一緒にやっておりますので、大

熊さんともども宜しくお願いいたします。以上です。 
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国際ロータリー第 2770地区 第 7グループ 

青少年奉仕部門委員長 井上 亮 様 

 皆さんこんにちは。地区の青少年奉仕部門委員長、

そして幸手中央ロータリークラブの井上 亮と申しま

す。どうぞ宜しくお願いいたします。今日はですね、う

すうすご存知かと思うのですが、青少年交換留学の

願いに参りました。先日の 7 月 8 日に募集説明会が

ございまして 29 名の学生が参りました。中川ガバナ

ーからは、今年度は、15～20名採用ということで言っ

ておられました。以前うちうちでお願いはしておりまし

たが、次年度小林操様がガバナーということもござい

ます。留学生が決まるのが8月の末に2回試験があり

ましてその後に決まります。是非、若者の夢を叶えて

いただきたいということで今日は参りました。宜しくお

願いいたします。 

 

 

越谷ロータリークラブ 会長 平田 徳久 様 

  改めまして皆さんこんにちは。本日は例会の貴重

なお時間を頂きまして誠にありがとうございます。私、

只今ご紹介にあずかりました越谷RC第 58代会長の

平田でございます。越谷北クラブの皆様には、平素よ

り大変お世話になり、誠にありがとうございます。 特

に今年度の吉澤会長・中澤幹事には同期という事で、

準備段階からお世話になりありがとうございます。1年

間共に頑張りましょう。 又私的には、過日行われまし

たカナダ・トロント国際大会で、小林操様・小林光則

様・大熊正行様・松井昭夫様とご一緒させて頂き、思

い出に残る楽しいひと時を過ごせましたこと、心から

感謝御礼申し上げます。さて、北クラブでは来年度小

林ガバナーを輩出されます。今からクラブを挙げて準

備が大変かと拝察いたします。私共越谷クラブでは、

来年 4 月に行われます地区研修協議会の担当をご

指名いただきましたので、森仁三実行委員長のもと、

最大限のご協力をさせていただければと思っていま

す。今後とも密なる連携をとっていただければと思っ

ています。最後になりますが、今年度私と若海幹事の

コンビで第8グループのために少しでもお役に立てる

ように頑張る所存でありますので、引き続きのご指導

ご鞭撻を宜しくお願い申し上げます。ありがとうござい

ました。 

 

 
越谷ロータリークラブ 幹事 若海 宗承 様 

皆さんこんにちは。今年度越谷ロータリークラブ幹

事を務めております若海と申します。本日は、例会の

貴重なお時間をいただきご挨拶をさせていただきまし

て誠にありがとうございます。また、私の父がこちらのク

ラブを卒業して 19年経つでしょうか。私が越谷に入会

してそして父が北を卒業してその節は、大変お世話に
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なりありがとうございました。父は元気に今も生きており

ます。もしお時間があれば声をかけていただければと

思っております。そういった関係で北クラブの皆様に

は、公私とも大変お世話になっております。これからも

引き続き皆様方のご指導をいただきますようお願いし

ましてご挨拶とさせていただきます。どうぞ宜しくお願

いいたします。 

 

 
幸手中央ロータリークラブ 会長 大橋 秀樹 様 

皆さんこんにちは。幸手中央ロータリークラブ会長

の大橋秀樹と申します。本日は、池田さん、井上さん

がこちらに伺うと聞いて是非勉強させていただきたい

と思い、お伺いさせていただきました。こちらには、私

は初めてなのですが、非常に活気があって、また映

像の次第や生演奏など驚く事ばかりで大変勉強にな

ります。私ども幸手中央ロータリークラブは、夜の例会

なのですけど、ちょうど昨年 20 周年を終えて今年 21

年目となっており、会員数は 25 名です。残念ながら

21 年目にして会長をやる人がいなくなり私が初の 2

回目会長ということで 10 年位前に会長はやっている

のですが務めさせていただいております。グループ

は、違いますけど電車で 20 分位の所ですので、これ

からも末永く皆様とお付き合いして頂けましたらと思

います。今日は、ありがとうございます。 

 

 
幸手中央ロータリークラブ 会員 菅野 秀光 様 

皆さんこんにちは。幸手中央ロータリークラブの菅

野と申します。本日は、お忙しい中ありがとうございま

す。今後ともよろしくお願い致します。 

 

 
幸手中央ロータリークラブ 会員 大塚 忠 様 

皆さんこんにちは。幸手中央ロータリーの大塚と申

します。越谷北ロータリークラブさんには、初めて来さ

せていただきました。非常にメンバーさんが多く圧倒

されております。私どもちょうど今、メイキャップ月間と

いう事で各クラブさんにお邪魔させて頂き勉強させて

頂く月間となっておりましてお伺いさせていただいて

おります。色々教えて頂ければと思います。ありがとう

ございます。宜しくお願い致します。 

 

【2018-2019 国際ロータリーテーマ】 
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オブザーバー 飯野 豊 様 

皆さんこんにちは。本日は、このような会に参加出

来て本当に嬉しく思います。私は、外回りのリフォー

ム会社をやっております。屋根、外壁、外構などをや

っております。職歴は、18 歳からやらせて頂いており

私は現在 45 歳なのですけど 27 年目になります。こ

れからも良きお付き合いが出来る事を楽しみにしてお

ります。宜しくお願い致します。 

 

委員会報告 

出席・会場運営委員会 渡辺 裕介 委員長 

皆さんこんにちは。来週の例会の件ですが 7月 31

日火曜日、越谷ジュニア甲子園大会に伴いまして越

谷市民球場で例会を行いますので皆様、お間違いな

いよう宜しくお願い致します。 

社会奉仕委員会 新沼 徹 委員長 

皆さんこんにちは。来週、越谷ジュニア甲子園野

球大会が行われます。皆様ご協力を宜しくお願い致

します。開催日 7 月 31 日火曜日.集合時間は、7 時

30分.役員の方は 15分前の 7時 15分、服装は、紺

のポロシャツ、長谷川年度に頂いたロータリーキャッ

プ、革靴ではなくスニーカーでご参加のほどお願い

致します。8時開会式、8時 50分例会、9時 30分よ

りエキシビション試合を行う予定です。13 時から第 1

試合.吉澤会長の始球式を予定しております。8 月 1

日水曜日、2日木曜日、3日金曜日、4日土曜日それ

ぞれ 8時 30分から第 1試合で 2時間ごとに試合が

ございます。6日最終日 13時集合として試合終了次

第閉会式となっております。可能な限りご出席頂けま

すよう宜しくお願い致します。 

もう一点なのですが西日本豪雨の災害義援金のご

協力を只今、案内文章をつけて回させて頂いており

ます。可能な限り 1,000 円以上のご寄付、義援金の

ご協力をお願いしたいと思っております。宜しくお願

い致します。以上です。 

会員増強維持委員会 橋本 哲寿 副委員長 

皆さんこんにちは。会員増強維持委員会の橋本で

ございます。本年度、会員増強維持委員会では 5 名

以上の新入会員を目標といたしまして皆様方に入会

候補者カードをご活用して 2 名以上のご紹介をお願

いしているところでございます。早速、小林光則会員

から、本日お見えではございませんがご紹介頂きまし

た。ありがとうございました。引き続き皆様方から入会

候補者カードをご活用してご紹介お待ちしております

ので引き続き宜しくお願い致します。 

 

内部卓話 

管理運営部門セミナー報告 

 

クラブ運営部門 堀野 眞孝 委員長 

皆さんこんにちは。お客様いらっしゃいませ、あり

がとうございます。当クラブ管理運営部門長を務めて

おります堀野です。今月の 7 日に管理運営部門セミ

ナーが開催されるという事で私も出席という事で返事

を出していたのですが、のっぴきならない用事が出来

まして、すみません欠席でございました。どなたか代

理出席を考えたのですが、ままならず最終的には全

http://koshigayakitarc.dyndns.org/


週報                                       2018-2019国際ロータリーテーマ 

第 2770地区 第 8グループ                            “インスピレーションになろう” 

            ＲＩ会長 バリー・ラシン 

 

越谷北ロータリークラブ    

「ロータリー活動に全力投球」   2018-2019 吉澤晴雄会長 提言 

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

6 

 

面的な欠席となってしまいました。 

やむなく大熊さんに資料だけでも、という事で届け

て頂きまして若干勉強させて頂きました。資料を見ま

すと冒頭、マイロータリー100%登録という事で出てい

ましてマイロータリーが使えないと情報の収集、各種

申請も何も出来ないという事で、この辺につきまして

はロータリー情報雑誌委員会の方に色々お願いして

あって参りたいと思います。当クラブの管理運営部門

には、親睦委員会、出席会場運営委員会、プログラ

ム委員会という事になっていますが、その辺の所を勉

強させて頂きまして最終的には結論としまして、各委

員長会議を定期的に開催して年度計画書にある事

業計画、目標設定、その辺の内容を精査する。それ

から達成率を、きちっと把握するようになっております。

全体を通して見ますと最終的には、クラブの活性化と

いう事が最大の目的のようでございます。その辺につ

きまして活性化委員長の松井さんにも意見交換を交

わしながらしっかりと務めて行きたいと考えておりま

す。 

今回は、出席しておりませんできちっとした報告に

なっておりませんが、現時点ではこのようなレベルの

報告となります。また機会を見てしっかりとした報告を

させていただきたいと思います。お許し下さい。ありが

とうございました。 

 

青少年部門セミナー報告 

 

青少年奉仕委員会 江口 公晴 委員長 

青少年奉仕部門セミナーは 7 月 15 日（日）12:30

より、大宮ソニックシティ 4F 市民ホールにて行われま

した。中川高志ガバナーによるご挨拶では、国際ロー

タリーが青少年奉仕部門を第 5の奉仕部門に定めて

いることを触れたうえで、その活動目的は、学生や若

い職業人のリーダーシップを養うための活動を支援・

立案することにあると話されました。続いて田中徳兵

衛青少年奉仕部門担当諮問委員による基調講演が

行われました。ロータリーは創立以来ニーズのある子

供たちに手を差し伸べようと努め、1960 年に青少年

への奉仕に対する新たな取り組みとしてインターアク

トクラブを開始、1968 年にはロータリークラブへの入

会資格がない 18歳から 29歳までの若者を対象にロ

ーターアクトクラブを結成したとのことです。インター

アクターやローターアクターはプログラムを通じて、楽

しく意義のある奉仕活動を行いながらリーダーとして

の力を身につけることを目標としています。ロータリー

クラブは良きリーダーを育成するとともに、プロジェクト

において若い力を借り、奉仕活動の斬新なアイディア

をもらうことができるとのお話がありました。また、現在

ローターアクトクラブは大学のサークルを中心に活動

しているため卒業と同時に資格を失ってしまうので、

新社会人のローターアクトクラブを結成してはどうか、

とのご指摘もありました。川口ロータリークラブでは会

員の会社の社員をローターアクターとして迎え入れる

ローターアクトクラブを設立されたとのことです。青少

年育成・インターアクト委員会からは、次世代を担う若

い人達に世代を超えた多くの人達との新しい出会い

の場を提供し、地域社会の発展と国際相互理解に貢

献する機会として奉仕活動をともに行います、またイ

ンターアクターが卒業後もロータリーに関わり続け、ロ

ータリーの活動に参加できるように支援します、と方

針が示されました。その後、韓国へのホームステイに

参加したインターアクターや韓国からのホームステイ

受け入れをされたロータリアンからの報告がありました。

ローターアクト委員会からは、地区目標として「ロータ

ーアクト倍増」「クラブ会長賞（ローターアクト）への挑
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戦」が掲げられ、ロータリー賞、会長特別賞、会長賞

の紹介がありました。RYLA 委員会からは、今年度の

RYLA研修会の概要説明があり、本研修は鹿児島県

屋久島にて行うとのことです。その後、体験発表とし

て前年度の研修生からの報告がありました。青少年

交換委員会からは、今年度募集する派遣候補生は

15 から 20 名程度の採用とすることが示されました。

その後、ROTEX（学友）代表発表があり、派遣候補

生や来日生のサポートを行っていたり、スキーツアー

や京都ツアーへの同行をしたりするなど、来日生の

日本での経験を楽しめるような環境づくりに力を入れ

ていることが説明されました。ROTEX がなぜ自発的

に活動に参加しているのかというと、ロータリーに恩返

しをしたいという思いがあるから、とのことです。ロータ

リーを通じて 1 年間海外に派遣したことは、人生にと

って非常に有益な経験となったそうです。それはロー

タリーの皆様の支援があってこそのものであるから、

青少年交換を支えることで微力ながらも恩返しできる

のでは、と考えられているとのことでした。続いて、青

少年交換にて派遣された方の体験発表や青少年交

換留学生を受け入れたロータリアンからの発表があり

ました。以上、セミナー報告とさせていただきます。 

 

奉仕プロジェクト合同セミナー報告 

 

職業奉仕委員会 関 雄二郎 委員長 

7 月 16 日大宮ソニックシティーにおいて職業奉仕

部門セミナーが行われました。ロータリーの職業奉仕

は難しく判りにくいという話があります。その反面、職

業奉仕はロータリーの金看板であるともされ、ロータリ

ーの心柱だと言われています。持続可能な奉仕とは、

私たちが行うすべての活動を後世にもずっと、人々の

よりよい生活に繋がっていくようあらゆる手を尽くすこ

とだと思います。これを実現するためには、ロータリー

でどんなことが出来るのか、どんな存在になれるかを

示していかなければなりません。職業奉仕活動を通じ

てクラブ活性化を考えたとき、その基本的な活動・理

念を推進していかなければなりません。また、ロータリ

アンがそれぞれの職業上の関係を通して奉仕の理念

を分かち合える環境を作ることが求められており、お

互いに友情と信頼を深め、公平公正であることを基

本に、連携してクラブの活性化と、地域社会に於いて

支援を必要としている分野に意義ある活動をしていき

たいと思います。実践例として、今年度、委員長の黒

臼さんは東日本大震災の翌年から、母の日には、い

わき市で仮設住宅に暮らす方達に胡蝶蘭を一軒一

軒訪問して手渡ししているそうです。「胡蝶蘭を持っ

て励ましに行っているつもりが逆に元気をもらう」満面

の笑みで有難う、「頑張っているよ」「お疲れ様ありが

とう」の労いの後、今回同行したミニバスチームの子

供たちに話したことは、「普通に学校に通い、バスケッ

トをやっているのが当たり前だと思わないで下さい、と

ても幸せなことだと感謝して生活してください」子供た

ちは何を思い、何を感じたでしょう。 

 

 

社会奉仕委員会 新沼 徹 委員長 

1.ブライダル委員会活動内容説明 
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・現在登録数:女性 74 名 男性 67 名 合計 141 名

（コーディング 5名） 

【年会の活動】 

 個別相談会 年 6 回程度、友愛の広場（お見合い

パーティー）年 4回程度 

・男性登録が少なく男性はカップル成立の確立がた

かい 

・年会 3～5組程度のカップルが成立 

・ロータリーメンバーの中にも成立婚姻者が複数有り 

※お子様、ご親類等にてご興味のある方は私にご相

談下さい。 

2．社会奉仕について 

奉仕プロジェクト担当顧問委員 渡邊和良様 

・バリー・ラシン RI 会長のテーマから、中川高志ガバ

ナーの「すべてはクラブ活性化のために」（実り豊かな

奉仕を目指して）という地区運営方針について具体

的な取り組みも含め説明を頂ました。 

３．地域社会奉仕委員会活動の説明 

・ロータリー財団 地区補助金活用事業の促進つい

てのお話があり一般枠・大口枠共に、積極的に活用

して頂けるよう、具体的メニュー作成の提供や個別事

例での相談をおこなって欲しいという説明がありまし

た。 

・公益財団法人 埼玉県腎・アイバンク協会への人道

支援の促進依頼 

・PETボトルキャップ回収事業の促進 

・継続事業のリニューアル促進について 

「クラブ活性化」の為に、継続事業の再検査の推進の

お話がありました。 

新たな味付けでマンネリを防ぎ、継続事業も新規事

業の感動を再度味わえるようにして 

欲しいとの話がありました。 

 【具体的な取り組み事例】 

 大宮北東（ほくとう）ロータリークラブ 

  「児童養護施設・乳児院への取り組み」 

・さいたま市社会福祉事業団運営施設 0 歳～18 歳 

97名 

・DV（暴力・性的等）、ネグレクト（貧困・精神疾患等）、

薬物中毒（治療・服役等） 

・男女別で 10名程度に分かれて集団生活をしながら、

通園・通学 

・高齢者・障がい者施設等と違い予算配分が少ない

為、最低限の事しか出来ない。 

・女性会長年度を控え「子供に関わる活動をやりた

い」というきっかけにより、クリスマスプレゼントを提供

することに 

・色々な問題を抱える子供達の為、当初はなかなか

十分に交流が図れず、子供たちとのふれあいを重視

し、日頃から施設へ足を運ぶようになった。 

・その後複数年の活動継続により「花火大会」の実施、

ロータリーの強みである留学生や学友との交流を活

用して「外国や外国語への興味」のきっかけになれば

と考え取り組みがおこなわれ、2014 年から交流を開

始し今年度まで 4年間、継続・取り組み拡大を進めて

おられました。 

点字名刺で社会貢献のご提案 

・就労継続支援 B 型事業所 「ココロスキップ（越谷

市）」の代表がお見えになりご協力依頼のご提案が御

座いました。 

・名刺作成者は「障害者」であり、仕事が少なく給与

（時給）が 100円にも満たないケースがあるという。 

・点字名刺に変えて頂くことで、障害者雇用の一翼を

担って頂きたいという依頼が御座いました。 

・お値段は現在ご使用中の名刺を郵送（送料無料）

100枚 ～1,500円 

※点字内容により価格変動 

是非ともご協力をお願い致します。 

最後に、地域社会の「インスピレーションになろう」 

自ずと「すべてはクラブ活性化のために」通じます。 

とのご説明で締めくくられました。 
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国際奉仕委員会 須賀 篤史 委員長 

① グローバル補助金について 

補助金の総額 3万ドル～40万ドル 

RIが目指すプロジェクトの方向性 

6つの重点分野 

プロジェクトや国際パートナーの探し方 

申請方法 

学習ツール 

およそ 3年かかる 大きな事業を立ち上げそして成

功させよう 

② 地区補助金  

地元や海外のプロジェクトを支援 

安・近・短なフィリピン奉仕プロジェクト （3800 地

区）数年前から 

一柳年度 保育園に学用品・トイレを寄付  

15万～20万のプロジェクトに 1人 10万かけて行く、 

しかしこの現況を目で見て肌で感じることが大事  

昨年は米山奨学生の紹介でベトナムへ物資支援 

今年も継続 タイも検討 

③ 世界大会参加依頼 

ドイツへは 200人で行きましょう 北 RCは 20人く

らい予定 

昨年のゲストはビルゲイツ 国際大会で新たな出

会いと発見を 

担当諮問委員 渡辺和良パストガバナー 

2770地区はもっと誇りを持とう 

財団寄付は全国トップクラス 

ソウル国際大会へ 2770 地区は 400人 栃木は 2

人 

北RCこれまでの財団寄付金の合計 約 43万ドル 

8年連続財団寄付金 100％ 

 

 
・先日は早々に吉澤会長、中澤幹事にご来訪頂きあり

がとうございました。本日は貴重な例会時間にごあい

さつ時間を頂きありがとうございます。来週開催されま

すジュニア甲子園野球大会にも伺わせて頂きますの

で宜しくお願い致します。 

平田 徳久 若海 宗承 

・越谷北ロータリーの皆様にはいつも大変お世話にな

っております。本日は 5人で伺いました。  井上 亮 

・本日はお世話になります。         大橋 秀樹 

・本日は宜しくお願い致します。菅野 秀光 大塚 忠 

・国際ロータリー第 2270地区第 7グループガバナー

補佐池田岩夫様、同地区青少年奉仕部門委員長井

上亮様、同地区第 8グループ越谷ロータリークラブ会

長平田徳久様、幹事若海宗承様、同地区第 7グルー

プ幸手中央ロータリークラブ会長大橋秀樹様、菅野秀

光様、大塚忠様、オブサーバー飯野豊様、本日はよう

こそおいでいただきました。      

吉澤 晴雄 中澤 伸浩 青木 清 市川 洋和 

岡﨑 勲 木村 二夫 小林 政一 小林 操 

小宮山 大介 須賀 篤史 関 雄二郎 堀野 眞孝 

松井 昭夫 松﨑 義一 宮﨑 敏博 

・暑い中ご苦労様です。           髙𣘺 正美 

・相変わらずの暑さに充分気をつけましょう！お客様よ

うこそ！！                    大熊 正行 

・世界平和の為に。    長谷川 真也 大濱 裕広 

・本日のお弁当いかがでしたでしょうか？美味しかっ

たら幸いです。                 渡辺 裕介 

・今夕からオーストラリア出張で早引きさせて頂きます。 

浅野目 猛 

・本日もよろしくお願い致します。      髙 瑠美子 
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カナダ・トロント世界大会報告 

 

会員組織部門 大熊 正行 委員長 

 

 
トロント空港 

 

 
コンベンションセンター 

 

 
小林 操ガバナーエレクト・松井 昭夫会員 

中締め 

 
CN タワー 

 

 
オンタリオ博物館 

 

 
小林 操ガバナーエレクト挨拶 

 

「ぜひ来年は大勢で 

ハンブルクに行きましょう！」 
 

出席報告 

会員数            49名 

出席免除者         14名 

出席者            37名 

欠席者            12名 

出席率           82.2% 

http://koshigayakitarc.dyndns.org/
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7月 31日 第 2061回 移動例会 

越谷市民球場於いて 

 

会長卓話 

 
吉澤 晴雄 会長 

 皆様おはようございます。本日は早朝よりお集まり

いただきまして、誠にありがとうございました。また、埼

玉アストライア代表 岩崎恭子様、越谷ロータリークラ

ブ会長平田様をはじめ、たくさんのお客様においで

いただきまして、改めて感謝申し上げます。 

 さて、越谷ジュニア甲子園野球大会の皆様方のお

かげをもちまして、第 10回大会を開催することができ

ました。本当にありがとうございました。本来でしたら

10 回大会の記念といたしまして、地元の叡明高校と

東東京の強豪、二松学舎高校とのエキシビジョンマッ

チを予定していましたが、二松学舎高校がめでたく甲

子園出場という事で、急遽中止とさせて頂きました。し

かしながら、中学生に高校野球を身近なものに感じ

て頂きたいという思いで、始球式は私が高校時代の

ユニフォームを着て、始球式を行います。病み上が

り？病みの最中ですので、ボールがホームまで届く

か分かりませんが、よろしくお願い致します。 

 これから 6 日間越谷市民球場では中学生選手によ

る熱い戦いが繰り広げられるますので、時間のある方

は是非ここ越谷市民球場に足を運んでいただき、声

援を送っていただきたいと思います。 

 それでは、本日も宜しくお願い致します。 

 

幹事卓話 

 
中澤 伸浩 幹事 

お客様の皆様、ようこそ。 

・大熊進ガバナー補佐より、第 10 回越谷ジュニア甲

子園野球大会開催おめでとうございますとのお言葉

とともに、本日は、ガバナー公式訪問のため参加でき

ず申し訳ありませんとのことで、御祝い金を頂戴して

おります。 

・越谷ロータリークラブ平田会長より、本日、ガバナー

公式訪問のため、開会式までで退席させて頂きます

とのことで、御祝い金を頂戴しております。 

 

お客様挨拶 

 

越谷南ロータリークラブ会長 荒井 信宏 様 

改めましておはようございます。私はですね、この

野球大会は、自分が幹事の時に一度来ており本日は、

2 回目となります。その時も感じましたけども本当に沢

山の中学生そして多くの来賓の方そして何はともより

北ロータリークラブの会員の沢山の方たちにビックリし

て感動しております。吉澤会長の掲げたロータリー活

http://koshigayakitarc.dyndns.org/
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動に全力投球というテーマのもと、やはり北ロータリー

クラブの団結力をもって事業に取り組んでいるなと改

めて今日感じました。そして今後も多くの中学生に数

多くの感動を与えて頂けるこの事業をずっと永く続け

て頂ければと思います。繰り返しになりますが10回目

の開催誠におめでとうございます。宜しくお願いいた

します。 

 

 

越谷南ロータリークラブ幹事  中村 直弘 様 

皆さん改めましておはようございます。本日は、初

めて参加させて頂きましたが、非常に参加する選手

の方々や J:COM の方、またプロ野球チームの方々

がいらっしゃったりと、運営や企画の立て方など非常

に勉強になります。本日は、勉強させて頂きクラブの

事業に役立てたいと思っております。宜しくお願い致

します。ありがとうございました。 

 

 

越谷東ロータリークラブ会長 浜野 隆浩 様 

皆さんおはようございます。越谷東ロータリークラブ

第 33 代会長の浜野隆浩と申します。本日は、第 10

回越谷ジュニア甲子園大会の開催おめでとうござい

ます。吉澤会長とも 2 人とも野球が好きで色々話しを

しておりますが、私ども東クラブも秋には、第 17 回越

谷高校野球大会を開催いたします。出来ればこのジ

ュニア甲子園大会から越谷の高校に進学して頂いて

そこから甲子園というもう一度越谷から甲子園に出て

頂きたいと思います。野球は、大熊さんとあちこち観

に行きました。古くは横浜高校、埼玉県で国体をやっ

た時、ダルビッシュと涌井の投げ合いを観ました。2

年前には、神宮球場に行って清宮のホームランを観

てきました。本当に私も野球が好きで秋には私も開会

式で始球式を投げます。今日は辻内監督が来ており

ますので、後で、ブルペンでピッチングの指導を頂け

たらと思います。本日は、宜しくお願いいたします。 

 

 
越谷東ロータリークラブ幹事  佐久間 誠 様 

皆さんおはようございます。越谷東ロータリークラブ

幹事の佐久間でございます。宜しくお願いいたします。

本日はですね、素晴らしい越谷ジュニア甲子園野球

大会の日に表敬訪問をさせて頂きありがとうございま

す。また常日頃は、私事ですが例会場を利用頂き誠

にありがとうございます。幹事として 1年間頑張って行

きますが至らない点、多々有ると思います。皆さんの

ご指導ご協力を宜しくお願い致します。 
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越谷中ロータリークラブ会長  高橋 護 様 

皆様おはようございます。越谷中でロータリークラ

ブ会長を務めさせて頂いております高橋と申します。

本日は、お招きありがとうございますと同時に本日は、

開催おめでとうございます。今回初めて参加させて頂

きましたがこのような大きな会場で多くの選手が参加

される大会を開催される北クラブさんの力にすごく敬

服しておるのと同時にこのような大会、イベントをうち

のクラブでも開催出来るよう今日勉強して持ち帰りた

いと思います。本日は、ありがとうございます。宜しく

お願い致します。 

 

越谷中ロータリークラブ幹事  菊池 貴光 様 

皆さんおはようございます。越谷中ロータリークラブ

幹事の菊池貴光でございます。まずは、本日のジュ

ニア甲子園野球大会ご盛会誠におめでとうございま

す。今日はアストライアの選手の方々もいらっしゃっ

ていますけど 5年前からでしたか、この市民球場で女

子のプロ野球の試合が行われるようになりました。プ

ロ野球のイースタンの試合は、昔からやっていますけ

ども、こういった形でプロ野球が盛り上がって行けば

今日参加の中学生もそれぞれ未来に向けて頑張れ

るのかな。そういう事も含めて今日は、この大会を通じ

て皆さん方のご尽力のもと、中学生が良き思い出を

作れる事を祈念しまして言葉整いませんが挨拶とさ

せて頂きます。本日は、誠におめでとうございます。 

 

埼玉アストライア代表  岩崎 様 

改めまして皆さんおはようございます。ご紹介頂き

ました埼玉アストライアで代表を務めさせて頂いてお

ります岩崎と申します。まず始めに第 10 回の大会開

催誠におめでとうございます。また、本日は、お招き

頂き誠にありがとうございます。私達、女子プロ野球

ですけれども先程ご紹介頂いた通り毎年こちらの球

場で 5月の第 2週目か 3週目に公式戦を開催させて

頂いておりますので来年の 5 月は、皆さんで球場の

方に足を運んで頂けたらなと思っております。本日は、

監督とアストライアの中でも 1 番背の高い泉選手と 1

番背の低い前田選手と一緒に来させて頂いておりま

すので一言ずつご挨拶させて頂きます。 

 

埼玉アストライア監督 辻内 崇伸 様 

皆様改めましておはようございます。本日は、大会
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開催おめでとうございます。埼玉アストライアの監督を

やらせて頂いて今年で1年目になります。昨年までは、

投手コーチ、ヘッドコーチをやらせて頂いて今年で女

子プロ野球に入り 5 年目になります。それまでは、巨

人で 8 年間プレーしておりまして今女子プロ野球の

指導をやらせて頂いております。今、地道に選手も頑

張っておりまして先週までは第 3 位の最下位で後半

戦を折り返しています。ただ、試合をせず他のチーム

が試合をして何故か知らないですけど 2 位にあがり、

これから首位を目指して頑張って参ります。最終戦は、

川口で越谷ではないですけども、川口で試合があっ

てそこで選手とともにファンの皆さんとともに優勝した

いと思っております。本日は、ありがとうございました。 

 

 

埼玉アストライア選手 泉 由有樹 様 

皆さんおはようございます。埼玉アストライア背番号

18、ピッチャーをしております泉由有樹です。本日は、

このような会に参加出来たことをとても嬉しく思ってい

ます。 

私達は、子供達に夢を与えるようなプレーをして行

きますので是非、皆さん球場に来て私達のプレーを

見て下さい。試合告知になりますが 8月 11日大宮球

場で私達 18時から試合をしますので是非、皆さん球

場にお越し下さい。本日は、ありがとうございました。 

 

埼玉アストライア選手 前田 桜茄 様 

皆さんおはようございます。埼玉アストライア背番号

2番の前田です。女子プロ野球で 1番身長が低い前

田です。本日は、このような会にお招き頂きありがとう

ございます。私は、去年まで京都にいたのですけども

今年から埼玉のチームとして来て今年 1 年は、埼玉

県民として頑張って行きますので宜しくお願いします。

私も試合告知なのですけど 9月 16日の日曜日に 13

時から川口市営球場で試合があるので是非皆さんお

時間があれば観に来てください。宜しくお願いしま

す。 

 

八潮中学校教諭 松本 健太 様 

まずは、本日で 10回目を向かえる事が出来まして、

そして開催させて頂き誠にありがとうございます。本日

選手達は、この越谷市民球場を使って試合をする事

を楽しみにしておりまして、実現出来て本当に感謝の

気持ちでいっぱいです。そして様々なサポート等もし

て頂き、お世話になるばかりです。私達教員としまし

ては、まずは高校野球で活躍する選手を育成の為に

頑張ろうと、そして願いであります甲子園で越谷の地

http://koshigayakitarc.dyndns.org/


週報                                       2018-2019国際ロータリーテーマ 

第 2770地区 第 8グループ                            “インスピレーションになろう” 

            ＲＩ会長 バリー・ラシン 

 

越谷北ロータリークラブ    

「ロータリー活動に全力投球」   2018-2019 吉澤晴雄会長 提言 

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

15 

 

から甲子園に出場出来る選手をと思い日々頑張って

行きたいと思っております。本日からスタートします新

チームの大会としまして一生懸命頑張らせて頂きま

すので、どうぞご声援のほど宜しくお願い致します。 

 

第 10回越谷ジュニア甲子園野球大会開会式 

 
選手整列 

 

 
越谷北ロータリークラブ会員整列 

 

 
開会の言葉 

社会奉仕委員会 新沼 徹 委員長 

 
優勝旗返還 越谷市立北陽中学校 

 

 

来賓の方々 

 

祝辞 

祝辞 越谷市長 高橋 努 様  

「第 10回越谷ジュニア甲子園野球大会」が盛大に

開催されますことに、心からお喜び申し上げます。 

また、越谷北ロータリークラブ会長の吉澤様はじめ、

大会関係者の皆様には、日頃から野球を通し青少年

の健全育成及びスポーツの振興にご尽力いただきま

して、厚くお礼を申し上げます。 

選手の皆さんにおかれましては、熱中症などに十

分に注意され、日ごろの練習の成果を存分に発揮し、

素晴らしい大会となりますよう、心からお祈りいたしま

す。 

 

平成 30年 7月 31日 越谷市長 高橋 努 
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選手宣誓 松伏町立松伏第二中学校 

野球部主将 橋本 弘太朗 君 

 

 

開会の言葉 奉仕プロジェクト部門 

小宮山 大介 部門長 

 

吉澤会長 始球式 

 

吉澤会長 全力投球 

ナイスボール ストライク！ 

 

吉澤会長 勇姿 

 

試合前 挨拶 

 

北陽中タイムリー 

 

会員応援 
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