2019-2020 国際ロータリーテーマ
“ロータリーは世界をつなぐ”

週報
第 2770 地区

第 8 グループ

RI 会長

マーク･ダニエル･マローニー

2019～2020 年度

例会日：毎週水曜日 12：30～13：30

会

例会場：越谷市千間台東インペリアルビル 4 階

副

T E L

048（975）9898

F A X

048（977）3741

創

幹

長 ： 小宮山大介
会

長 ： 松

﨑

義

一

事 ： 大

濱

裕

広

田

幸

英

会報委員長

： 黒

立：1976 年 5 月 11 日

第 2107 回 例会記録

No．2

会長卓話

令和元年 7 月 10 日
司会： 深野秀樹

編集： 黒田幸英
会次第

1．点鐘
2．ロータリーソング 「我らの生業」
3．結婚祝・誕生祝
4．お客様挨拶
越谷中 RC 会長
同 幹事

坪井

明 様

田中のり子様

小宮山大介 会長

越谷中 RC30 周年記念実行委員長

こんにちは。2 回目の会長挨拶をさせて頂きます。

RID-2770 第 8G 次年度ガバナー補佐 山崎晶弘様

今日は年度が始まって初めてのクラブ協議会が開

5．会長卓話

催されます。委員長ならびに会員の皆様、多少の長

6．幹事報告

い時間になるかとは思いますが、何卒よろしくお願い

7．お客様挨拶

申し上げます。よって私の時間もかなり短めに、とある

8．3 分間ロータリー情報

エピソードをお伝えし会長挨拶とさせて頂きます。

8．委員会報告

ご存知のように、私は高校ラグビー、その後は 20 年

9．スマイル報告

間アメリカンフットボールをやってきました。これは

10．終鍾

NFL（ナショナル・フットボールリーグ）ミネソタ・バイキ

第 2 回クラブ協議会

ングスの QB（司令塔）カーク・カズンズという選手の
出身大学での卒業生たちに向けたスピーチでのお話
です

次回例会案内 令和元年 7 月 24 日

人生でもフットボールでも “バックアップに回る” 事

ロータリーの行動規範

が多々あります。大学の 4 年半のうち 2 年を。NFL7

（管理運営・青少年奉仕・奉仕プロジェクト）

年間のうち 3 年を。「私が試合の日に担ったポジショ

各部門セミナー報告

ンはベンチだった」でも、どんなポジションにいる時で

越谷北ロータリークラブ
「奉仕で築く我らの絆 手に手を取って 地域へ そして世界へ」 2019-2020 小宮山大介会長提言
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幹事報告

も踏ん張って、どうやったら期待以上のことが出来る
かを常に考えていた。その中から学んだこと “鏡では
なく、窓を通して人生を見る” 必要性、人には 2 種類
いて、窓のタイプと鏡のタイプが存在します。大半は
鏡のタイプが占めています。事実、人間はみな鏡のタ
イプの性質を持っています。
自分に焦点を当てながら人生を歩き、自分がどうな
るかを考えながら旅路を行きます。かつてのチームメ
イトには鏡タイプの人がいました。その人は自分の成

大濱裕広 幹事

功だけが気がかりだったてんです。 “勝ちたい” と思

（地区より）

っていましたが、それよりも気にしていたのは自分の

・米山記念奨学部門より世話クラブ選考基準変更に

ことでした。勝っても落ち込んでいれば、負けても喜

ともなう重要なお知らせが届いております。事務局

んでいました。

にありますので、ご確認お願いします。

一方、窓タイプの人は他者の人生にどれだけ貢献し

・2019-20 年度の青少年交換来日学生受入クラブ関

たかで成功の度合いを測っていたんです。そのとき

係者会議のご案内が届いております。関係委員会

気づいた、もう一つの大事な事、それは “何をするか”

の皆様にはご確認の上、参加申し込みをお願いい

よりも“誰といるか” その事をコーチやチームメイトから

たします。

教わりました。

・

これは経験したから言えることですが、何をするかよ

（クラブより）

り誰といるかが人生をより楽しめるものにしてくれま

・東武よみうりより、東部地区ロータリークラブ新役員

す。

紹介及び夏季広告掲載文を掲示しております。

素晴らしい仕事であっても、一緒にいて楽しめない

・越谷南クラブ、東クラブより今月、来月のプログラム

人とだと、途端にその素晴らしさは薄れます。逆につ

が届いておりますので掲示しました。

らい仕事であっても、一緒にいて楽しい人だと素晴ら

・越谷クラブ、中クラブ、東クラブの年度計画書が届き

しくなるものです。

ました。

・本日、第 2 回クラブ協議会を開催いたしますので、

思い返せば、私自身にも似たような経験があります。
コーチやチームメイトにいい影響を受けてきましたが、

よろしくお願いいたします。
・年度計画書が届いております。お 1 人様 2 冊をお持

反面、年齢的なパフォーマンスの低下やレギュラーメ
ンバーを外されるとあっさりとチームを去る者などもい

ち帰りください。

ました。バックアップに回っている時こそ、（怪我など
でも）プレーでは貢献できないけれど、今の自分がチ
ームに対して何が出来るか？そんなことが大事なん
だと思います。
今年度の私のお役も、そんな感じと捉え行動します。
どうか今後ともよろしくお願いいたします。
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お客様挨拶

越谷中 RC 会長 坪井 明 様

次年度ガバナー補佐越谷中 RC 山崎晶弘 様

越谷中 RC 第 30 代会長を仰せつかりました、坪井

こんにちは、今日はクラブ協議会だと言う事で、お

と申します。ロータリー歴はまだ浅く 8 年目に成ります。

忙しい中貴重なお時間を頂き有難うございます。

その間に地区に 2 年程出向しロータリー財団で大熊

今日は 2 点、お願い申し上げる為お伺い致しまし

さん、宮崎さん、小林ガバナーには大変お世話に成

た。

りました。本来であれば親クラブである北クラブさんに

まず、クラブ会員数が少ないとの言い訳を申して今

私共が先に表敬訪問するところですが、昨日小宮山

までご辞退させて頂いておりましたが、来年度のガバ

会長、大濱幹事に来て頂いて大変恐縮しておりま

ナー補佐をお引受致しました。その挨拶。これが一点

す。

目。

今年度とも 1 年間北クラブさんとはお付き合い頂き、

もう 1 点、来年の 5 月 23 日（土）浅草ビューホテル
に於いて、クラブ創立 30 周年記念のお祝いを開催さ

ご指導をお願い致します。
私の所ではいつも 12～13 人での例会を、厳かと

せて頂く事に成りました。改めて期日近く成りましたら、

言うより和やかに開いていますが、さすが北さんは違

改めてご案内申し上げますが、ご臨席頂きたくお願

うと感心してしまいます。どうぞ宜しくお願い致しま

いに参りました。

す。

米山奨学生 ドリス さん
越谷中 RC 幹事 田中のり子 様

皆さんお久し振りです。教育実習のため、例会出

皆様こんにちは、今年幹事を務めます田中のり子

席できませんでした。将来教師として教える練習です。

と申します。私は 2013 年に入会し 5 年少々に成りま

6 月 1 日から国際基督教大学付属高校に行き保健体

す。ロータリーに対しまだまだ不勉強の為、皆様のご

育を 2 週間行いました。実習に行く前は言葉やらに

指導を宜しくお願い致します。

不安が有りましたが、学校に着くと日本じゃない様な、
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半分は英語を使用していて安心しました。
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ラジル全土でポリオと、はしかの予防接種を支援」と

次に、上尾特別支援学校で 3 週間、小学部で実習

いう記事についてお話したいと思います。

しました。通常の学校と違い知的障害の子供たちに

昨年、ブラジル衛生当局は、ポリオ予防接種率の

勉強を教えるのと違い、日常生活の為サポートです。

急激な低下を報告しました。これはポリオ大流行の危

子供たちに日常生活や自立するため、何が足りない

険をもたらしかねません。これを食い止めようと行動を

かを理解しなくてはサポートできないので、動き通し

起こしたのが、ブラジルのロータリークラブです。2 か

で大変に疲れました。

月間におよぶ大規模な予防接種キャンペーンにより、
ブラジルの 1,100 万人以上の子供が予防接種を受け、

結婚祝・誕生祝

接種率の急激な低下に歯止めがかかりました。
国内のすべてのロータリークラブが何らかの形でキ
ャンペーンに参加しました。クラブと地区が予防接種
について人々に知らせ、多数のクラブがパンフレット
を作成し、学校や人通りの多い交差点などで配りまし
た。またキャンペーンは、ほかの方法でも伝えられて
います。
・バイク愛好家のロータリアン親睦活動グループは、
バイクに「End Polio Now」のバナーをつけて、

おめでとうございます
結婚祝

サンパウロのジュンディアイ市内を走りました。

伊藤 純 大島直幸 小宮山会長

・高速道路の脇に照明付きの看板を設置したクラブも

佐藤 要 関森初義

ありました。

誕生祝

・Facebook やその他のソーシャルメディアに広告を

一柳昌利 髙瑠美子 櫻井保彦

掲載し、情報を伝えたクラブもありました。

中澤伸浩 橋本哲寿 深野秀樹

・大きな社会・文化行事やリスクの高い地域で、予防

吉澤晴雄

接種キャンペーンを伝えるトラックを走らせたクラブ
（敬称略）

もありました。
・第 4670 地区はサッカーの試合の休憩中にグランド

3 分間ロータリー情報

に出て、大きな「End Polio Now」バナーを掲げ
ました。国内のほかのクラブも競輪やマラソンなど
のスポーツ行事を利用して、予防接種について伝
えました。
ブラジルのロータリーリーダーは今回の活動の成
功が、自国だけではなく、ポリオの再発生のリスクがあ
るほかのクラブと地区への勇気づけとなり、ポリオワク
チンとその他のワクチンの予防接種の重要性につい

市川洋和 会員

て今後も伝え続けてほしいと願っています。

マイロータリーに掲載された「ロータリークラブがブ

今年度小林ガバナーは「ポリオ撲滅活動から、クラ
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・表敬訪問の為お伺いいたしました。今後ともご指導

な事業や行事に「End Polio Now」の T シャツを着

の程、宜しくお願い致します。
越谷中 RC 坪井 明

て、ロータリークラブは、ポリオ撲滅活動をしていると
アピールしていきましょう。

・本日はお世話に成ります。
越谷中 RC 田中のり子
・今日は貴重なお時間、宜しくお願い致します。
次年度ガバナー補佐越谷中 RC 山崎晶弘

委員会報告
社会奉仕委員会 ：伊藤 純

・お客様ようこそ！ 本日も宜しくお願い致します。結

第 11 回越谷ジュニア甲子園野球大会が 7 月 31

婚祝い有難うございます。

伊藤 純

日から始まります。越谷市立広陽中学校において対

・結婚祝い有難うございます。

戦相手を決める抽選会が行われそれに行ってきまし

・結婚祝いありがとうございます。45 回目に成るはず

た。結果トーナメント表が出来ました。掲示板に掲示

大島直幸

でした。

しておきます。

佐藤 要

・お客様ようこそ！ 誕生祝ありがとうございます。

また遅く成りましたが、越谷ジュニア甲子園野球大

中澤伸浩

会のポスターが出来ましたので、皆様お持ち帰り頂き、

・お客様いらっしゃいませ。本日誕生祝ありがとうござ

皆様の各事業所やお知り合いの方々にご周知頂け

います。

る様お願い致します。

髙瑠美子

・誕生祝ありがとうございます。

深野秀樹

・お客様ようこそ、本日クラブ協議会、宜しくお願いし
ます。

須賀篤史

・越谷中クラブ坪井会長、田中幹事、山崎次年ガバナ
ー補佐、本日はお忙しいところありがとうござす。ま
た米山奨学生のドリスさんお元気ですか?
青木 清
・越谷中クラブ坪井会長、田中幹事、次年度ガバナ
開会式の集合時間等は後日、お知らせ致します。

ー補佐 山崎様ようこそ！1 年間よろしくお願い致
します。
大熊正行 木村二夫 堀も眞孝 松﨑義一
・本日よそしくお願い致します。

松井昭夫

出席報告
・越谷中クラブ坪井会長、田中幹事、山崎次年度ガ
バナー補佐ようこそ

小宮山大介

・お客様ようこそ！
本日クラブ協議会です。宜しくお願いします。
大濱裕広

会員数

47 名

出席免除者

12 名

出席者

33 名

欠席者

名

出席率

80 %

越谷北ロータリークラブ
「奉仕で築く我らの絆 手に手を取って 地域へ そして世界へ」 2019-2020 小宮山大介会長提言
ホームページアドレス https://koshigayakita-rc.jp/

5

2019-2020 国際ロータリーテーマ
“ロータリーは世界をつなぐ”

週報
第 2770 地区

第 8 グループ

RI 会長

マーク･ダニエル･マローニー

2019.7.10 例会後

大濱幹事 ・ 小宮山会長
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