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会長卓話 

 

吉澤 晴雄 会長 

皆さんこんにちは。先週は親睦旅行という事で、総

勢 19名で京都へ行ってきました。 

久しぶりに新幹線を利用した親睦旅行でしたが、

親睦委員会が用意したアルコール、おつまみのおか

げで、京都に着く間、車内は楽しい時間を過ごすこと

ができました。 

京都駅到着後は、最初に平安神宮で参拝をし、次

に銀閣寺にて見学を致しました。昼食は銀閣寺近く

にある「白水園」という料理屋にて、これぞ京都料理と

言う料理を頂きました。午後は南禅寺をお参りして、

15 時には、宿泊宿の「祇園畑中」にチェックインいた

しました。その後は宴会の18時30分まで自由行動と

いう事で、各自各々清水寺や伏見稲荷大社方面に

行かれた方が多いと思いますが、私と中澤幹事、杉

山さん、伊丹さんの 4 人で太秦にあります「広隆寺」

の弥勒菩薩をお参りしてきました 
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夜の宴会から別行動の小宮山エレクトと大濱副幹

事が合流して、楽しい宴会が開催できたのではない

かと思います。松﨑さんはかなり飲み過ぎていたみた

いですけど(―_―)!! 

翌日は、長谷川直前の強い希望で、金閣寺からス

タート致しました。とにかくどこへ行っても外国人だら

けです。次に、仁和寺で丁度満開の「お室桜」を鑑賞

しました。なかなか満開の時に当たるものではないの

で、とてもよかったと思います。次は嵐山にて天龍寺

と竹林散策をしました。竹林ではまたもや外国人ばか

りです。 

昼食は京都駅にあります「ホテルグランヴィア京都」

の 15 階にあります「五山望」という、鉄板焼きレストラ

ンにて、京都の街を眺めながら、シェフとの楽しい会

話をしながらの食事となりました。ここのレストランは、

もし京都に行かれる機会がありましたら、是非行って

いただきたいとこです。特に夜ですと夜景を楽しみな

がら食事ができます。 

なんだかんだと 1泊 2日とあっという間の親睦旅行

でしたが、参加されました皆さん、誠にありがとうござ

いました。残念ながら今回参加できなかった方は、次

年度の親睦旅行に参加していただき、メンバー同士

の親睦を深めていただきたいと思います。 

本日は、先週の親睦旅行の思い出話をさせて頂き

ました。以上を持ちまして、会長卓話と致します。 

 

幹事報告 

 

中澤 伸浩 幹事 

・5/25 に開催される越谷南 RC の 45 周年式典につ

いて、南クラブ様からのご依頼で事前に出欠の打診

をさせていただきまして、ご出席のご意向の方には個

別に招待状が届いていると思います。出欠の回答を

はがきで出していただき、会費 15,000 円を指定の口

座に各自にてお振込いただくようお願いいたします。 

 

（地区より） 

・2017-2018年度の年次報告書が届いております。 

 

（クラブより） 

・クラブより、越谷市柔道連盟から第 3 回ガーヤちゃ

ん杯越谷少年柔道大会のお礼文書が届いておりま

す。後ほど社会奉仕委員会さんより報告があると思い

ます。 

・本日、事務局杉山さん、伊丹さんに 4月分の給与を

支給いたします。 

 

お客様挨拶 

 

2019学年度米山記念奨学生 

アワンドゥ ドリス アウィンノ 様 

皆様こんにちは。アワンドゥ ドリス アウィンノです。

今月初めにも挨拶しましたが、今日初めて会う方もい

るかもしれませんので、ドリスでお願いします。聖学院

大学人間福祉学部子供心理学科 4年生です。 

私は教員を目指しています。5 月には 2 ヶ所の学

校に行かなければなりません。1 日から国際基督教

大学高等学校で保健体育の科目で高校生に教えま
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す。その後には上尾特別支援学校に 2 週間の実習

に行ってしまうので、5 月は 1 回だけしか出席できな

いかもしれません。 

よろしくお願いいたします。 

 

雑誌記事紹介 

 

髙橋 忠克 会員 

 

『「ロータリーどころではない」から 

会員増強表彰まで』 浪江 RC 

 

2018 年 11 月 24 日、今年度の第 2530 地区、地

区大会で、浪江 RC は「会員増強優秀クラブ」「会員

数純増上位 1 位」「新会員入会数上位 1 位」の 3 つ

の表彰を受けました。昨年度は 14 人が入会し、異動

などで退会された人もいましたが、純増 8人となりまし

た。 

8 年前の東日本大震災と、それに伴う東京電力福

島第一原子力発電所の事故により、当時 54 人いた

全会員に避難命令が出されました。避難後、手探り

でそれぞれの安否確認と、福島県内外への避難先を

確認していきました。その後、次々に届く退会届に、

一時は 36人にまで減ってしまいました。 

震災後、初めて理事会・例会を再開したのは 3 ヶ

月近くたった 6月 2日でした。お互いの無事を喜び、

「奉仕の理想」を歌いながら涙ぐむ会員もいました。 

翌月には新体制となった初めての例会を会津若松

市で開催。ガバナーや地区役員、友好クラブである

埼玉県の越谷北 RC、震災後に友好協定を結んだ喜

多方RCや白河RCなど多くの会員が、励ましの言葉

とともにメークアップに来られました。 

浪江 RC は故・吉田昌郎所長をはじめ、原子力発

電所の事故の対応に当たっていた会員が多くいまし

た。また東京、長野、新潟、山形など遠方へ避難して

いる会員も多かったため、例会出席者が 10人しかい

ない時もありましたが、クラブの存続を第一に考え、

無理をせず、できる範囲で活動を続けていくことにな

りました。 

2018 年 10月には、7年 7 ヶ月ぶりに浪江町の震

災前と同じ例会場で、例会を開催することができまし

た。慣れ親しんだロータリー旗、机、例会場から見え

る故郷の山々など感慨深いものがありました。 

共に地域をつくってきた浪江青年会議所の卒業生

を中心に声を掛け、退会した会員にも再入会のお願

いをしたところ、少しずつ会員数が戻り、現在 50 人と

なりました。 

「ロータリーの活動どころではない」と誰もが思って

いたあのころ。それでも、「最後の 5人になっても浪江

RC の灯は消さない！」という強い意志を持った多く

の会員が、灯を守り続けたのだと思います。 

来年は、クラブ創立 50 周年を迎えます。多くのご

支援と厚い好意と友情を結んでくださった多くの皆さ

まに、この場をお借りして、心から感謝を申し上げま

す。 

 

委員会報告 

社会奉仕委員会 新沼 徹 委員長 

一つ目はボーイスカウト越谷第6団様より支援に対

しての報告書が届いています。冬季特別訓練事業と

して大型バスで1泊2日の日程で岩館少年自然の家

へ行き、スキーを体験しながら自主自立と危機管理

対応の向上を目指した訓練を行った、とのことです。

多大なるご支援ありがとうございました、とのことです。 

もう一つは、4月14日の第3回越谷少年柔道大会
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への協賛のお礼状が届いています。昨年同様、120

名前後の選手が参加し、バリ島からも 1チーム参加し

ました。低学年の部では岩槻柔道双葉会が優勝し、

高学年の部では郷道場が優勝しました。越谷からは

優勝が出ませんでしたが、来年も大会を盛り上げて

いきたいので引き続き協賛をお願いしたい、とのこと

です。 

 

会員卓話 

 

須賀 篤史 会員 

『グローバル補助金事業報告及び 

今後の活動について』 
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須賀会員より、パワーポイントをもとにグローバル補

助金の制度や取り組み方、当クラブでの実績につい

てお話がありました。 

 

卓話の最後には、須賀会員ご結婚の際に編集した

スペシャルムービーが上映されました！ 

須賀会員、末永くお幸せに！！ 

 

 

 
・京都親睦旅行ありがとうございました。須賀君、卓話

よろしくお願いします。 

吉澤 晴雄 

・ドリスさんお手伝いありがとうございます。須賀さん、

卓話よろしくお願いします。 

中澤 伸浩 

・ドリス、さっそく例会出席ありがとう。 

小宮山 大介 

・橋本さん、当選おめでとう！平成も残り 1週間を切り

ました。さびしいような、うれしいような？ 

大熊 正行 

・橋本さん、ご当選おめでとうございます。親睦旅行、

委員長さんはじめ皆様ありがとうございました。 

堀野 眞孝 

・橋本会員、ご当選おめでとうございます。 

山本 正乃 新沼 徹 

・ここ数回、自分事で欠席をして申し訳ございませんで

した。引き続き精一杯頑張りますので、ご指導ご鞭撻

の程よろしくお願いいたします。 

橋本 哲寿 

・米山奨学生ドリスさん、例会場へようこそ。1年間頑

張って下さい。 

関森 初義 

・1 月の誕生日祝いありがとうございます。49 才になり

ました。 

髙橋 忠克 

・5月 4日に埼玉会館でイタリア歌曲をソロで歌います。

オーソレミオカタリ、他は芸大の講師、現役の音大生

です。ご興味がある方はチラシを受付においておきま

すのでおいで下さい。 

浅野目 猛 

・本日もよろしくお願いいたします。 

髙 瑠美子 

 

 

 

出席報告 

会員数            46名 

出席免除者         10名 

出席者            34名 

欠席者            12名 

出席率            87.5% 
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