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会長卓話 

 

吉澤 晴雄 会長 

皆さんこんにちは。獨協埼玉中学校インターアクト

同好会瀬戸先生をはじめ、大勢の皆様にお越しいた

だきました。ありがとうございます。まず始めに、ロータ

リー関係の話を致します。 

国際ロータリー第 2770地区 2021-2022年度ガバ

ナー選出の件で、5月7日の地区指名委員会の結果、

さいたま中央RCの松本輝夫会員が、全員一致という

事で選出されたとの報告が来ています。松本さんの

詳しい経歴書および写真につきましては、6月1日発

行のガバナー月信に掲載されるそうです。 

さて、昨日は天候の変化でいつもながらの頭痛が

始まり、会社を午前中で早退して、家で休養をしてい

たため、前日に会長卓話を考えることができず困った

末に、昨年の長谷川直前はこの時期にどんな会長卓

話をしていたのか、昨年の会報を見てみました。長谷

川直前は毎回その場の思い付きで話せる特技があり
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ますので、あまり参考にはならなかったのですが、鈴

木由也さんが亡くなられて1年が経ったのだと昨年の

会報を見て思いました。鈴木由也さんは生前、2020

年東京オリンピックの年に浪江ロータリークラブと合同

例会を盛大にやりたいと言っていたそうです。長谷川

直前は鈴木由也さんの遺志を小宮山エレクト（当時

はノミニー）に任せますと話をしていました。是非小宮

山エレクト、宜しくお願い致します。また、昨年のこの

時期は、クオレビルにあった例会場から今の例会場

に引っ越しをする間際という事で、パスト会長全員に

例会場での思い出話をしていました。ほんとに一年と

言うのは早いもので、気が付けば私の年度もこの例

会場で例会を行うのが、本日の例会を入れて 3回と

なります。来週は2100回例会で夜間例会、その次は

ごみゼロ、6月第一例会はドイツ世界大会、そして 6

月 26日が最終例会という事でホテル椿山荘となりま

す。 

私の年度も、残りひと月ちょっととなりましたが、ま

だまだ記念例会、ゴミゼロ、ドイツ世界大会と行事が

残っています。最後の最後まで、皆様方のご協力を

いただき、会長職を全うしていきたいと思っています。

本時も最後まで宜しくお願い致します。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 

（地区より） 

・中川ガバナーより、6/24午後 5時よりパレスホテル

大宮にて開催されます、地区内全グループ会長幹事

会、地区チーム大打ち上げ大会のご案内が届いてお

ります。 

・2019年 5月 7日に地区指名委員会が開催され、

2021-22年度ガバナーとして、埼玉中央ロータリーク

ラブの松本輝夫会員が全会一致で選出されたとのご

案内が届いております。 

 

お客様挨拶 

 
有限会社 智巧社 

代表取締役社長 櫻井保彦 様 

皆さんこんにちは。有限会社智巧社の櫻井と申し

ます。この度は、判子を押させて頂きました。前回来

た時は、書くだけ書いておいたので今日は判子を押

させて頂きました。心を決めて来ました。これから永い

お付き合いになるかと思います。宜しくお願い致しま

す。 

3分間ロータリー情報 

 
堀野 眞孝 会員 

皆さんこんにちは。今日は、私なりにロータリー情 
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報として改めて発祥の事からお話ししてみたいと思い

ます。 

ロータリーの発祥は、1905年、今から114年前、シ

カゴで数人の人数から始まりました。世界 200以上の

国で、クラブ数では 35800 クラブ、会員数では 120

万人以上となっています。そして日本では、大正時代

の今から 99年前、1920年に 855番目として誕生し

ました。その後、戦争で 9年間ブランクがありましたが、

現在では 34の地区でクラブ数 2261 クラブ、89200

人以上という事で大枠は分かったと思います。そして

北クラブでは 2660分の 1のクラブです。 

特徴は、法人格とかない事ですね。法人格がない

と出来ない事があります。銀行からお金が借りられな

い。色々な契約行為が出来ないなどあります。それで

もそんな中ロータリアンの信用で何とか契約が出来て

いる事も有りますが現実的には出来ない。また、他の

監督官庁がない。お上とは縁がない団体です。税務

調査、事業調査、監査がない。ロータリーの友が唯一、

一般社団法人ロータリーの友事務局として法人格を

取って事業を行っています。そういった団体でも世界

的にワンイヤールールに基づいて 1年間の事業計画

書に基づいて運営しています。 

そのような事で今日お話ししたいのは、ロータリー

の最高決定機関となる理事の皆さんにおかれては、

指名された方は、しっかりと認識を持ってルールに基

づいて理事会に出席して頂きたいと思います。欠席

する場合の連絡や場合によっては、委任状なども用

意する方が良いとも思います。理事の皆様どうぞ宜し

くお願い致します。 

 

ロータリアンの三大義務 

其の一   『会費の支払い義務』 

其の二   『例会への出席義務』 

其の三   『ロータリーの友の定期購読義務』 

 

 

事業所紹介 

 
小宮山 大介 会員 

皆さんこんにちは。事業所紹介という事で皆さんご

承知かとは思いますが私は、会社を経営しているの

ではなくプレデンシャル生命保険、本社は赤坂にあり

ます。母体は、プレデンシャルフィナンシャル、アメリ

カのニュージャージー州にあります。そこで代理店で

はなく代理人として、また個人事業主として仕事をし

ております。創業は 1875年、今から 144年前になり

ます。スクリーンに映っているおじいさんが創業者で

その創業理念〔家族愛は、我々の伝統だよ｝という事

で今でもこれを継承して行こうと泥臭い営業をしてお

ります。ただ、金融の業界単体で 144年間続いてい

るのは、もしかしたら唯一だと思います。ですが保険と

いうのは本当に助けなければないない障害者や病気

の方、低所得者の方達に、我々は、何も貢献出来ま

せん。そのような方に対しては、ボランティアで貢献し

て行く活動をしています。難病の子供たちの夢を１つ

だけ叶える活動などプレデンシャルが最大にバックア

ップをしています。また、小さなスポンサーですが世

界規模でアメリカンフットボール、ライスボールなどで

す。その活動で 5、6年前に私がポスターに載りまし

た。 

最後に皆さんが 1番興味あるのではという事で日

大フェニックスの例の件をお話しします。現在試合が

解禁となりまして対外試合 3試合しております。私の

息子も順調にレギュラーを獲得して頑張っています。

今は、寮に入っていますので夫婦 2人の生活が数十
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年ぶりとなっております。以上事業所紹介となったか

どうかですがご静聴ありがとうございました。 

 

 

 

委員会報告 

プログラム委員会 大熊 正行会員 

皆さんこんにちは、獨協埼玉のインターアクトの皆

さんようこそ。来週の例会のご案内です。来週は、水

曜日ではなく 21日火曜日の夜間、南越谷のケビンズ

バーで北ロータリー第2100回記念夜間例会として行

います。受付 6時、点鐘 6時 30分、新越谷西口とな

ります。どうぞ宜しくお願い致します。 

 

親睦活動委員会 本間 陸人委員長 

皆さんこんにちは、親睦活動委員会からのお知ら

せです。吉澤年度夫人同伴最終例会です、6月 26

日、場所は、椿山荘、受付 5時 30分、6時開始とな

っております。当日は、バスを用意して北越谷 3時半

出発としております。乗って行かれる方は、宜しくお

願い致します。ただ今登録が 50名という事でかなり

の人数となっており来週の夜間移動例会、ゴミゼロ、

ドイツと通常例会が後数回となっていますので、本日

領収書を用意しましたのでご集金宜しくお願い致しま

す。また、今回は、そっくりさんの「まねだ聖子さん」を

呼んでおります。 

皆さん奮ってのご参加お声がけお待ちしておりま

す。宜しくお願いします。 

 

外部卓話 

「3月の韓国研修報告と 

平成 30年度のインターアクト活動報告」 

獨協埼玉高等学校 

インターアクト同好会の皆様 
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青少年奉仕委員会 江口 公晴 委員長 

インターアクトの生徒さん達を紹介しています。 

 

活動報告を行う生徒さん達 

獨協埼玉高等学校インターアクト同好会の皆様よ

り1人ずつ平成 30年度の活動報告が行われました。 

 

   
  

・瀬戸先生、インターアクト同好会の皆様ようこそ。 

活動報告、宜しくお願いします。 

吉澤 晴雄 

・瀬戸先生、獨協インターアクト同好会の皆様ようこそ。

宜しくお願いします。 

中澤 伸浩 堀野 眞孝 宮﨑 敏博 

大熊 正行 松井 昭夫 市川 洋和 

・誕生祝いをして頂きありがとうごいます。 

先週お休みした為、遅れてのスマイルとなりました。 

黒田 幸英 

・ドリス！先日の入学式、スピーチとても良かった！ 

独玉の皆さんいらっしゃい。 

小宮山 大介 

・桜井君、入会申込書押印ありがとうございます。 

深野 秀樹 

・本日もよろしくお願いいたします。 

髙 瑠美子 

・お客様ようこそ。 

本日早退いたします。申し訳ございません。 

山本 正乃 関森 初義 

・前回欠席 

青木 清 

・お客様ようこそ。世界平和の為に。 

大濱 裕広 

 

出席報告 

会員数          46名 

出席免除者       11名 

出席者          36名 

欠席者           4名 

出席率          84.7% 
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会長卓話 

 

吉澤 晴雄 会長 

皆様こんばんは。今夜は第 2100回記念例会およ

びドリスの歓迎会に大勢の皆様にお集まりいただきま

して、誠に感謝いたします。 本日は夜間例会で良か

ったです。日中は例会場で被選理事会が開催された

のですが、例会場に向かう途中、嵐と電車の車両故

障という事で、北越谷駅で降ろされ、40分くらい立往

生となり、散々な思いを致しました。 

さて、本日第2100回例会を迎えるにあたり、これま

で創立からクラブを支えて頂きましたメンバーの皆様

および歴代会長に敬意と感謝を申し上げます。今夜

は長谷川直前が作成いたしました「今年一年間の思

い出」と、ここ数年の思い出の DVD上映もありますの

で、お酒を交わしながら思い出話に花を咲かせてい

ただきたいと思います。 

また、米山記念奨学生のドリスとも、言葉を交わし

交流をはかっていただければと思います。ドリスは日

第 2100回 例会記録   No．38 

令和元年 5月 21日 

司会 ： 渡辺 裕介   編集 ： 伊藤 純 

2100回記念夜間例会次 第 

1．会長卓話 

2. 幹事報告 

3. 委員会報告 

国際奉仕委員会 須賀篤史委員長 

出席会場運営委員会 渡辺 裕介委員長 

親睦活動委員会 本間 陸人委員長 

4. 米山記念奨学生  

  アワンドゥ ドリス アウィンノ 様 歓迎会 

司会  大熊 正行 委員 

歓迎挨拶 吉澤 春雄 会長 

挨拶 アワンドゥ ドリス アウィンノ 様 

歓迎お花贈呈 小宮山 大介 会長エレクト 

乾杯 宮崎 敏博副会長 

中締め 須賀篤史 委員長 

次回例会案内 令和元年 6月 19日 

雑誌記事紹介 
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本語がとても上手ですので、心配はいりません。 

それでは、今夜は時間の許す限り楽しんでいただ

きたいと思います。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 

皆さんこんにちは。本日は、松崎委員長を始めプ

ログラム委員会の皆さん、渡辺委員会を始め出席会

場運営委員会の皆さんご協力ありがとうございます。  

今日は、皆さんと大いに語らってカジュアルに進め

ていきたいと思いますので宜しくお願い致します。 

私も年度終わりが近くなり大分気持ちが緩んできて、

間違いなどあるかと思いますが皆様サポート宜しくお

願い致します。 

今後の例会のスケジュールに関しましては、後程、

出席会場運営委員会からご連絡があるかと思います

ので私からは、近い所で報告をさせて頂きます。 

今週の土曜日 5月 25日、南ロータリークラブの 45

周年記念式典がございます。先だってご案内お送り

しまして出席の登録をされている方は、午後2時受付、

午後 3時からスタート、ベルヴィギャザホールという事

になっております。 

ご出席の程宜しくお願い致します。本日の幹事報

告は、以上です。 

 

 

 

委員会報告 

 
国際奉仕委員会 

須賀 篤史 委員長 

皆さんこんにちは。国際奉仕委員会からご連絡で

す。 

来週 31日よりドイツ・ハンブルグへ世界大会に 17

名の登録で行って参ります。参加者の皆さんには、

羽田空港に 10時 30分までに来て下さい。 

また、後程ファックスでお送りしますが、成田には

絶対に行かないで下さい。 

何はともあれパスポート、お金、ロータリーバッジを

お持ち頂きましてご参加の程、宜しくお願い致します。

以上です。 

 

 

出席会場運営委員会 

渡辺 裕介 委員長 

皆さん、改めましてこんにちは。本日の 2100回例

会終了後は 5月 26日のゴミゼロ運動、世界大会があ

ります。その後通常の例会は、6月12日までございま

せんので宜しくお願い致します。以上です。 
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親睦活動委員会 

本間 陸人 委員長 

皆さんこんばんは。吉澤年度の最終例会が椿山荘

で行われます。皆さんからお金の方も頂いています。

15時ごろにバスを出します。もう 1度案内は出します

が、通常例会がしばらくないのと 1 ヶ月先なので皆さ

ん忘れてはいけないので、機会がありましては皆さん

の前でまたご紹介はします。 

吉澤会長、中澤幹事の有終の美と 1年間の労いを

したいと思いますので是非皆さんご出席の程、宜しく

お願い致します。以上です。 

 

 

 

 

 

司会 大熊 正行 委員 

 

 

吉澤会長 歓迎挨拶 

 

ドリスさん挨拶 

 

花束贈呈 

 

歓迎会記念品 
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歓迎会風景 

 

歓迎会風景 

 

歓迎会風景 

 

中締め 須賀篤史 委員長 

 

乾杯の様子 

 

DVD上映会 

 

特別席の様子 

 

大熊 正行 委員、司会お疲れさまでした！ 
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第 2101回例会 

至 せんげん台駅 東口 

 

 

会員の皆さんもやる気十分です 

 

 

ごみゼロ運動が開会されました 

 

 

積極的な社会奉仕委員長、新沼会員 

 

 

ドリスちゃんも頑張ってくれています 

 

カメラ目線ありがとうございます 

 

細かなゴミも見逃しません 

 

山本会員とドリスちゃんが協力しあっています 
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第 2102回例会 

in ハンブルク 

 本年度のロータリー国際大会はドイツ（ハンブルク）

で行われました。次年度ガバナー輩出クラブとして、

たくさんの会員が参加しました。 

 

 

世界中からロータリアンが集結 

 

越谷北クラブからも多数出席しました 

 

青空の下、風になびくブルーのフラッグ 

 

ガバナーナイトも盛大に行われました 

 

大盛況のハンブルク国際大会 

 

水辺の美しい景色でリラックスタイム 

 

広場には人が集まります 

http://koshigayakitarc.dyndns.org/

