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会長卓話 

 

吉澤 晴雄 会長 

皆さんこんにちは。桜が満開ということですが、毎

年桜の季節には雨がつきもので、水上や山中湖など

では雪が降っているみたいです。先週からの風邪の

為、今現在も咳が止まらず相変わらずの状態です。 

先週の水曜日は、ショウちゃんの送別会に沢山の

メンバーにお集まりいただきまして誠にありがとうござ

いました。米山記念奨学委員会の川島委員長をはじ

めメンバーの皆様、企画誠にありがとうございました。 

残すところ私の年度で大きな事業は来週の京都親

睦旅行と、ハンブルグ世界大会となります。京都親睦

旅行は 19名の参加という事で、行ってまいります。意

外と行っているようで行っていない京都ですが、中学

校、高校時代の修学旅行以来という人もいるかもしれ

ませんね。参加者で八つ橋でも食べながら京都を楽

しんできたいと思います。 

ハンブルグ世界大会ですが、今回は誠に申し訳ご

ざいませんが、私は不参加と言うことにさせていただ
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きました。会長という立場で行かないのは、誠に心苦

しいのですが、最後の最後まで、家族、担当医などと、

相談をさせて頂きました結果、やはり今の健康状態で

12 時間のフライトには耐えられる自信がないのと、現

地で皆様に迷惑をかけてしまう可能性がありますので、

不参加と言う決断をさせて頂きました。ガバナーナイ

トでの挨拶は宮﨑副会長にお願いをしていますので、

皆様のご理解をいただけましたらと思います。 

さて、最後にロータリー関係の話ですが、4月は「ロ

ータリーの母子の健康月間」となっています。2分に 1

人、世界のどこかで、妊婦や出産によって女性が命

を落としています。 

しかし、これは予防できることです。そして、誕生後

6週間に母親を失う新生児は、母親がいる新生児より

死亡率がはるかに高いと言われています。ユニセフ

（国際児童基金）によると、毎年、5 歳未満で命を落

す子供は世界で 500 万人を超えます。ロータリーで

は予防で助けられる母と子が命を落すことがあっては

ならないと、さまざまな活動を行っています。 

ロータリーの友 4月号では、各クラブの活動報告が

掲載していますので、是非ご覧頂ければと思います。 

以上を持ちまして、本日の会長卓話といたします。 

 

幹事報告 

 

中澤 伸浩 幹事 

・次年度小林操ガバナーより、当クラブ会員全員に、

次年度 RI テーマバッジとネクタイ、2770 地区ポリオ

撲滅バッジの寄贈を頂きましたので、早速、本日例会

ご出席の皆様へ配布させて頂きました。過不足があり

ましたら、幹事までご連絡下さい。 

・一柳会員に米山功労者感謝状が届いております。 

・ドリスさんに 4 月分米山奨学金を支給させて頂きま

す。 

 

お客様挨拶 

 

2016-2017年度青少年交換留学生 

真下 莉奈 様 

皆様こんにちは。本日はご参加させていただきあり

がとうございます。約 1年間、あまり出席できず申し訳

ございませんでした。これからなるべく参加できるよう

がんばります。 

近況報告です。まず学校生活ですが、先月実用フ

ランス語検定準 2級に合格いたしました。今、就活中

でとても忙しくなかなか勉強する時間もありませんが、

フランス語検定に向けて勉強中です。ローテックス活

動にもなるべく参加するようにしています。 

これからもっと頑張りたいと思いますので応援よろ

しくお願いいたします。 

 

 

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 
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皆様はじめまして。アフリカの東側にあるケニアか

ら参りました聖学院大学人間福祉学部子供心理学科

4年のアワンドゥ ドリス アウィンノと申します。ドリス

でお願いします。 

私は 4年半日本にいますが、日本語学校で 1年 3

ヶ月日本語を勉強して大学に入学し4年生になりまし

た。将来は先生になりたいと思い、心理と教育を勉強

しています。 

通常学校ではなく特別支援学校の子供達のサポ

ートをしたいです。特別支援学校という名前は差別で

はないでしょうか。子供は子供達の中で育つべきで、

私とあなたは違うとなってしまうのではないでしょうか。

卒論のテーマはインクルーシブ教育。子供達は子供

達の中で育ちましょうというテーマを選びました。 

国の上の人達がちゃんとすれば下の人達は必ずし

ます。これから教育社会が良くなるように、子供同士

がお互いを知る、人間として差別がない世界作って

いきたい、というのが将来の願いです。 

米山奨学生になり、これから 1年間こんな大きな家

族から、いろいろなことを学びたいと思います。人生

経験のある大きな家族に入れて嬉しいです。 

1年間よろしくお願いいたします。 

 

3分間ロータリー情報 

 

黒田 幸英 会員 

会費について、皆様の中で考えに違うところがある

ようです。まだ統一したことは申し上げられませんが、

いろいろと考えがある、ということを理解していただけ

ればと思います。 

皆様あまり定款、細則等に目を通していないと思い

ますが、年度計画書 90、94、96 ページあたりに関係

するものが書いてあります。 

越谷北RC細則第 6条第 2節の解釈ですが、大き

く 2つあると思います。年会費 27万円は 7月 1日に

発生しているということで、12 月に退会したとしても

27 万円の支払義務は生じている、というのが一つの

考えです。もう一つは年会費 27 万円を半期毎に 1/2

の支払義務が発生し、7月と 1月に支払う、というもの

です。 

このことについて、これから皆様でどう解釈していく

か考えていくといいのではないか、と思います。 

 

米山功労者感謝状授与 

 
一柳 昌利 会員 

おめでとうございます！ 

 

事業所紹介 

 

吉田 実 会員 

本日は事業所紹介ということで､弊社株式会社ラス

ターについてご紹介させていただきます｡ 

弊社は自動車パーツのアフターパーツ､いわゆる
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趣味のパーツを企画､販売しております｡ 

軽自動車や普通車､トラック､商用車などで分けた

複数のブランドで展開しており､商品の企画から仕入

れ､受発注、発送まで一元管理でスピーディーな対

応を心がけています｡ 

本社は越谷市大房にあり､マツダさんの隣､日産さ

んの向かい､ホンダさんの斜め向かいという良い立地

で｢Spiegel（シュピーゲル）｣という軽自動車専門パー

ツブランドの店舗運営と､2F 事務所にて各ブランドの

営業活動､商品企画､EC サイト運営を行っておりま

す｡ 

また､東大沢の物流センターでは、受注応対と商品

の発送を主に行っています｡ 

ここ数年はトラックの市場が熱くなっており､出展す

る全てのイベントで出展企業が年々増え､来場者も増

え続けている状況です｡ 

その要因の一つとして､ご存じの方も多いと思いま

すが､Amazon の Prime という翌日到着のサービス

利用者が増える中､他の通販でも注文から到着まで

のスピード化が求められ､物流業界では常に人材が

不足するほどの好景気を迎えているようです｡ 

また､昨年末頃より某トラックメーカー様へシートカ

バーの OEM 提供を開始し､良好なスタートを切って

おります｡ 

少子化が進み､運転免許を持たない､車を持たな

い若者も増えている中､カ―パーツ業界もなかなか厳

しい状況が続いています｡ 

今後はここ数年で開拓したトラック市場の強み､知

識をさらに発展させて､トラック向けパーツの商品充実

を図ると同時に､リスク分散のため他市場の開拓も行

っていきたいと思っています｡ 

弊社は今年で 25周年を迎えました｡ 

2 年前から目標管理を導入し、売上アップやコスト

ダウンにも少しずつ結びつくようになって参りました｡ 

今年は、この 25年の間に 5人､10人と従業員が増

えるにつれて共有が難しくなってきた､価値観や行動

規範のベースとなる企業としての信条をしっかり共有

していく方向で､クレドの導入にチャレンジする予定で

す｡ 

これからも､トライ&エラーを繰り返しながら､弊社と

しての勝ちパターンを作っていくことを目標にまだま

だ頑張っていかなければと思っています｡ 

皆様のご指導､どうぞよろしくお願い致します｡ 

 

会員卓話 

 

長谷川 真也 会員 

 

「浪江ロータリークラブとの友好録」 

 

長谷川真也会員に編集していただいた DVD を鑑

賞しながら、当クラブと浪江 RC との交友関係を振り

返りました。 

会員旅行の記録では、震災の爪痕を目の当たりに

した会員の思いが詰まったスピーチが、ノーカットで

流されました。 

 

 

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/ 

5 

 

 

 

 

 

浪江ロータリークラブとの歩みを振り返ることができた

内容でした。 

 

 

    
・2016-2017年度青少年交換留学生真下莉奈様よう

こそ。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 1年間よろしくお願いいたします。 

吉澤 晴雄 

・真下さん、ドリスさんようこそ。 

中澤 伸浩 

・米山記念奨学生ドリスちゃんようこそ、一年間よろしく。

山本正乃さん当選おめでとうございます。 

宮﨑 敏博 

・ドリスさんようこそ！一年間よろしく。 

小宮山 大介 

・長谷川会員、本日の卓話よろしくお願いいたします。

山本正乃さん、県議選 3期連続当選おめでとうござい

ます。 

鈴木 英男 堀野 眞孝 

・今日は雪が降っている所があるようです。さすがにこ

の時期の雪は不要です。本日もよろしくお願いいたし

ます。 

一柳 昌利 

・ドリス様、ようこそいらっしゃいませ。長谷川様、卓話

よろしくお願いいたします。 

松﨑 義一 

・お客様ようこそ！！今日は寒いので久しぶりにヒート

テックを着てきました。 

大熊 正行 

・山本正乃さん、県議選当選おめでとうございます。新

米山記念奨学生ドリス様、これから 1年間よろしく。 

黒田 幸英 松井 昭夫 

・山本正乃さん、ご当選おめでとうございます。 

深野 秀樹 

・本日早退します。よろしくお願いします。 

大濱 裕広 浅野目 猛 

・4月 15日に還暦を迎えます。お誕生日祝いと応援

頂きありがとうございます。今後ともよろしくお願いいた

します。                     山本 正乃 
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出席報告 

会員数            47名 

出席免除者         10名 

出席者            31名 

欠席者            16名 

出席率            73.8% 

 

会員親睦・職場見学旅行 

第 2096回例会 

4月 16日～4月 17日 京都 

 

 

最高の天気で迎えた親睦旅行 

 

最高のロケーションで、盛り上がっています 

 

京都らしい作りが素敵です 

 

金閣寺の見学は外せません 

 

2日目も京都で足跡を残しています 

 
食事も最高級、舌鼓が響いています 

 

会員親睦と職場見学とを兼ねて4/16～17の1泊2

日で京都方面へ旅行に行きました。 

天候にも恵まれ暖かな陽気の中、楽しく充実した 2

日間になりました。 

http://koshigayakitarc.dyndns.org/

