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会長卓話 

 

吉澤 晴雄 会長 

皆さんこんにちは｡久しぶりの例会場での例会とな

ります｡5月 21日の 2,100回記念夜間例会およびド

リスの歓迎会では､大勢のメンバーにご参加いただき､

誠にありがとうございました｡5月 26日(日)はゴミゼロ

兼例会という事で､この日も大勢の皆様にご参加いた

だきました｡そして､今年度最大のイベントとなりました

ハンブルグ世界大会には、夫人を含め 19名のメンバ

ーに参加いただき､小林操ガバナーエレクト激励会に

花を添えて頂きました｡ありがとうございます｡ハンブル

グの模様は、現地から送られてきた写真情報を会報

委員会がタイムリーにフェイスブックにUP していただ

きましたので､日本に居ても現地の様子が詳しく分か

りました｡参加いただきましたメンバーの皆様､誠にあ

りがとうございました｡ 

さて､話は変わり､いよいよ野球同好会のメンバーが

6月 29日(土)の甲子園大会に向けて､28日(金)より
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大阪へ出発致します｡全国ロータリークラブ野球大会

コミッショナーの玉井さんは、大会の挨拶の冒頭で以

下の様に述べています｡「全国 RC野球大会の永遠

のテーマ『野球を通じて親睦の輪を拡げよう』のもと、

高校球児憧れの聖地甲子園球場にて、年を重ねら

れても夢の実現にご参加頂き感謝感激であります｡本

大会も第 36回大会になります｡昨年は 5 クラブが初

参加をしていただきました｡今年度は 3 クラブが初参

加です｡埼玉県の越谷北 RC､石川県河北 RC､宮崎

県延岡中央RCです｡登録チームが全国で 335チー

ムになりました｡」すでに野球を通じて上尾 RC との交

流が始まっています｡野球には全く関心のない方もい

るとは思いますが､このような活動を通じてクラブ同士

の親睦の輪を拡げ､海外との姉妹関係もいいですが､

国内のロータリアンとの交流も良いのではないかと思

います｡ 

私は今回参加できませんが､次回また出場する機

会がありましたら､体を治し､甲子園球場でプレーをし

てみたいと思います｡是非､怪我をしないよう頑張って

きてください｡甲子園の土のお土産お待ちしていま

す｡ 

幹事報告 

中澤 伸浩 幹事 

（クラブより） 

・会員増強深野委員長のご紹介にて、先日例会にい

らっしゃった櫻井保彦様より入会申込みを頂きました。

持ち回り理事役員会を開催し、審査の上、櫻井さん

の入会が承認されましたので、公表させて頂きます。

7日間の縦覧期間を経て、会員から異議がなければ

正式に入会手続を進めさせて頂き、次年度第 1例会

となる 7月 3日例会にて、入会式を行う予定です。 

（地区より） 

・ロータリーの友編集部より、クラブの活性化、会員の

増強維持に役立っている同好会や課外活動の特集

にあたり情報提供の依頼がありました。情報提供はウ

ェブ上のフォームとメール送信で行うこととなっており

ます。期限は6/21です。幹事より資料をお渡しします

ので、掲載希望の同好会の方は、幹事宛にご一報下

さい。 

（ロータリー財団管理委員会より） 

・メジャードナー等を対象とする元 RI会長ゲイリー

C.K.ホァン管理委員長と懇談の集いのご案内が届い

ております。 

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。 

結婚・誕生日祝い 

 

関 雄二郎 会員 ・ 松崎 義一 会員 

髙橋 忠克 会員 ・ 橋本 哲寿 会員 

おめでとうございます！ 

3分間ロータリー情報 

 

関森 初義 会員 

この度、ハンブルグ国際大会に参加するにあたり、
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当初より独自の行程を企画して臨みました。5月 25

日より6月4日までの期間で、まず私の会長年度にス

ウェーデンから青少年交換留学生で来日したアレキ

サンダー・カール・マレクスシェルプの故郷を訪問す

ると、私達夫婦の結婚記念・誕生日のお祝いと、スウ

ェーデンの古城を見ることを目的に行動致しました。

途中滞在中には、彼のホストロータリークラブに訪問

し、バナーの交換をして友情を深めた次第です。この

ポースタードロータリークラブは歴史が古く、また、モ

ニカ・メレーン・ベイヤ会長は女性の会長ですが、リー

ダーシップも十分とれている感じが致しました。その

後 6日目にコペンハーゲンまでフェリーでデンマーク

に入り、飛行機にてハンブルグに 5月 31日到着し、

その日は家内と市内散策をして 1日過ごした状況で

す。翌日6月1日には、小林操ガバナーエレクト激励

会及び中川ガバナーのお疲れ様会のガバナーナイト

へ出席を致しました。手続要覧の国際大会の目的は

次のように記述されています。「国際レベルにおいて、

全ロータリアン（中略）次期役員を鼓舞激励し、かつ

情報を与えることによって、地区レベルとクラブレベル

におけるロータリーの発展を活発に推進しようとする。」

と書かれています。2770地区は他地区にはない、こ

のような年次大会を開催国にてガバナーナイトという

場面で推進しているようです。さらに地区内参加者約

230名、越谷北ロータリークラブ参加者 19名と、ガバ

ナー輩出クラブの意識は高いと感じました。今後、

2020年ハワイ州、2021年台北、2022年テキサス州

と決定している。国際大会へ参加する機会を自ら設

けて、ロータリアンとしての世界観や、人的交流をぜ

ひ体感していただくことを希望して、3分間ロータリー

情報に変えさせていただきます。 

 

ご挨拶 

小林 操 ガバナーエレクト 

6月1日ガバナーナイト、また 2日の国際大会に参

加いただきありがとうございます。特にガバナーナイト

は、越谷北ロータリークラブのご尽力、ご協力というこ

とで大成功に終わりました。色々な方から「よかったね」

という声を数多くいただきました。それを是非皆さんに

お伝えしたいと思いました。越谷北クラブの株を上げ

ることができたと思います。皆さんにはありがとうござ

いました。御礼申し上げます。また 7月から年度が始

まりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

委員会報告 

副幹事 大濱 裕広 会員 

本日例会終了後、13 時 40 分より第 1 回被選クラ

ブ協議会がございますので、皆様お残りいただけま

すようにご協力お願い致します。 

 

親睦活動委員会 本間 陸人 委員長 

最終例会のご案内ですが、本日皆様の会社等に 

FAX をお送りさせていただきます。6月 26日最終例

会のご案内です。当日17時半受付、18時から21時

まで椿山荘で例会が行われる予定でございますが、

バスを北越谷西口ロータリーに 15時集合で用意して

おります。 

15時 15分になりますとバスが出て行きますので、

遅刻する方は私にご連絡ください。お願い致します。 

 

国際奉仕委員会 須賀 篤史 委員長 

先週 6月 1日から、国際大会に総勢 19名で参加

して参りました。参加していただいた皆様、本当にあり

がとうございました。ご参加いただけなかった皆様か

ら、温かいお心付けをいただきまして、本年度は通常

の会費よりも 1 万円多く国際大会の費用となり、有効

に活用させていただきましたことをご報告させていた

だきます。 

先ほど関森さんからもお話がございましたが、来年

はハワイということで、次年度の新沼委員長が張り切

るらしいので、その時はまたご協力をお願いできたら

と思います。ありがとうございました。 
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会計 黒田 幸英 会員 

会計からお願いがございます。期末に近くなりまし

た。決算の方も 閉めなければなりませんので、来週

水曜日 19日を最後に締めたいと思います。 

支払い分をまだ請求されていない委員会の方など

は 19 日までに間に合うように、領収書を杉山さんに

出して請求していただきたいと思います。 よろしくお

願いいたします。 

 

   
・久しぶりの例会場での例会です。よろしくお願いしま

す。                       吉澤 晴雄 

・本日第 5 クラブ協議会よろしくお願いします。 

国際大会お疲れ様でした。         中澤 伸浩 

・国際大会参加。ガバナーナイトお手伝いありがとうご

ざいました。お陰様で中川ガバナー他、出席の皆様

方に「よかった」の言葉をいただきました。ありがとうご

ざいました。いよいよ 7/1 から年度が始まります。どう

ぞよろしくお願いします。            小林 操 

・結婚祝いありがとうございます。 

松﨑 義一 橋本 哲寿 髙橋 忠克 

・誕生祝いありがとうございます。      関 雄二郎 

・ドイツ国際大会お疲れ様でした。ドイツは大変きれ

いな国でした。とても良かったです。本日、W クラブ

協議会宜しくお願いします。           大熊 正行 

・次年度テーマバッジは小林ガバナーエレクトよりい

ただきましたので、他のシンプルなバッジをハンブル

グで買ってきました。宜しかったら使ってください。 

（メールボックスに入れておきました）  小宮山 大介 

・ドイツ国際大会参加の皆様ありがとうございました。 

須賀 篤史 

・世界大会行けなくてすみません。おみやげありがと

うございます。                      小林 光則 

・世界大会出席の皆さんご苦労様でした。大変楽しく、

また、お世話になりました。            浅野目 猛 

 

・世界大会お疲れ様でした。世界平和のために。 

大濱 裕広 

・お疲れ様でした。国際大会。本日宜しくお願いしま

す。                               松井 昭夫 

・国際大会参加の皆様ご苦労様でした。 市川 洋和 

・本日のクラブ協議会宜しくお願いします。 

関森 初義 

・本日もよろしくお願い致します。       髙 瑠美子 

 

出席報告 

会員数          46名 

出席免除者       11名 

出席者          30名 

欠席者          16名 

出席率           75% 

 

第 5回クラブ協議会 

 

多数の方にご出席いただきました 

 

活発な協議の様子 
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