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会長卓話 

 

小宮山大介 会長 

皆様こんにちは。本日も例会のご参加、誠にありが

とうございます。また、大宮中央ロータリークラブ樋口

会長はじめ会員の皆様、ご来訪に重ねて感謝申し上

げます。新年度になり地区セミナー三昧の週末を過

ごしています。 

《7/6米山記念奨学部門 木村委員長》 《7/14管理

運営部門》 《7/15 青少年奉仕部門 吉田委員長》 

《7/20 奉仕プロジェクト部門合同 松﨑副会長、関森

委員長、伊藤委員長、新沼委員長》 

貴重な週末にクラブの為にありがとうございます。そ

して宮﨑地区幹事はじめ地区副幹事の皆様、地区行

事に出ても皆様のおかげで孤独を感じることは一切

ありません。そういう意味ではいい年に会長を仰せつ

かっているのを切に感じます。あらためて御礼申し上

げます。後ほどのセミナー報告では宜しくお願い致し

ます。 

それと先週は例会前、関森職業奉仕委員長が勉強
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会を開催してくださいました。第 1回目という事で、す

こし少ない人数でしたが、次回以降多くの皆様の参

加を期待いたします。  

さて、冒頭のビデオで見て頂いたように、今年度小

林ガバナーはポリオ撲滅を第一に掲げ、ガバナーメ

ッセージを発信されています。内容にもありましたが、

自分の子供、もしくは孫が大きな障害、病気を抱えて

いるとしたら… 

そんな親の気持ちを想像できますか？とありました。

正直私には想像することはできても、実感することは、

あり得ません。私の大切な知人にダウン症の子を持

つ方がいます。彼女は“人生悩みは尽きないし、大変

なことは沢山ある。でもそれ以上に息子のことが心配

で、その事だけはいつも、楽しいひと時でも頭を離れ

ない“と言っています。 

私は過去にオフィスのメンバーを引き連れて、交代

で 5 年ほど、月 1or2 回、通所障害者施設の散歩相

手のボランティアをしたことがあります。本格的ではも

ちろんないですが、接し方や介助、彼らの頑張りに教

わる事が多くありました。そして何より母の強さを知り

ました。 

話は変わりますが、先日のセミナーで小林ガバナー

はロータリアンがやるべき奉仕事業とは？と語りかけ

ていました。今年度は福島で地区イベントを多く開催

するそうです。南会津自転車ロードレースは先日終

わりましたが（浅野目さんお疲れ様でした）これからラ

イラ研修が開催されるそうです。そして社会に対する

奉仕活動は意外に身近に存在するものというセミナ

ーの最後の小林ガバナーの言葉が印象的でした。 

以上ガバナーメッセージを皆さんでご覧いただいた

後の、本日の会長挨拶とさせて頂きます。 

 

幹事報告 

大濱裕広 幹事 

（地区より） 

・地区大会記念ポリオ撲滅チャリテイーゴルフコ

ンペの案内がきております。日時は 10 月 7 日

（月）プレステージカントリークラブにて開催

予定です。各クラブ 4 名以上の参加のお願いで

ございますので、参加可能な方お待ちしており

ます。 

・ロータリー米山記念奨学会事務局より、普通寄

付金申告用の申請について 7 月 22 日より、ホ

ームページから受付開始となりました。 

・7 月 1 日現在の会員数分の地区分担金納入のお

願いが来ております。上期分として一人 12,000

円となっております。当クラブにつきましては

46 名の在籍となっております。 

・2019-20 年度出席報告についての案内が来てお

ります。出席率の報告方法が変更になりました

ので、掲示しておきますのでご確認お願いいた

します。 

・ロータリー・リーダーシップ研究会（RL1）パ

ート1のご案内がきております。8月31日（土）

AM9 時からですが、該当者につきましては参加

のお願いをさせていただきますのでよろしくお

願いいたします。 

（クラブより） 

・ポリオ T シャツ出来上がりました。サイズを確認の上

お 1人様 1枚お持ち帰りください。 

・例会中はできる限り前のお席に座っていただくよう

にご協力お願いいたします。 

・事務局、杉山さんと伊丹さんの今月分の給与と前期

分の賞与をお支払いいたしました。 

 

 

お客様挨拶 

皆様こんにちは、大宮中央RC第34代会長を務め

ます樋口領治で御座います。このたび我々のクラブ

から樋口千陽さんのスポンサークラブをお願いしたと

ころ越谷北 RC さんには快くお引き受け頂きまして有

難うございました 
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大宮中央 RC樋口会長ほか皆様 

 

 

青少年交換留学生 堀越千陽 さんは 8/4にフィン

ランド、オーランド島マリエハム市へ出発します。 

皆さん、こんにちは。 

2019-20 年度、越谷北ロータリークラブ様スポンサ

ーの下、8月 4日からフィンランドのオーランド島に派

遣させていただくことになりました、堀越千陽です。 

この一年間沢山のロータリーの方々と出会い、沢山

の新しい経験をさせていただきました。また越谷北ロ

ータリークラブ様にはインターアクトでもお世話になり、

本当に感謝しております。さて今回は出発前というこ

とで私が派遣されるオーランド島についての簡単な

説明と、留学に対する思いや目標についてお話させ

ていただきます。 

私が今回派遣されるオーランド島はフィンランド本

島とスウェーデンの間にある小さな島です。例えると

日本の長崎にある五島列島のようなところです。 

ロータリークラブはMariehamnというところにあり、

お世話になるホストファミリーや私の通う学校もそこに

あります。 

島に住む人々はフィンランド語ではなくほとんどスウ

ェーデン語を話すので、学校でもスウェーデン語を学

ぶことになると思います。フィンランド民謡を覚えてい

たので披露する場はあるのかと心配ですが、スウェー

デン語は英語やドイツ語に似ているところがあるので、

一生懸命勉強してペラペラになって帰ってこれるよう

頑張ります。現在は第一ホストファミリーの一番年が

近いアンナちゃんと DMで連絡を取り合っています。

また、先日お世話になる 4 つのホストファミリーからお

手紙やオーランド島について書かれているパンフレッ

トや国旗、帽子が届きました。とても嬉しかったです。

皆さん、日本のことにとても興味を持ってくださり、今

から会うのがとても楽しみです。また私と交換でこちら

に派遣されるサミュエル君とはお互いの国の情報交

換をしています。夏祭りや様々なボランティア活動に

参加したり、桜やお寺を沢山見て日本の歴史を学ん

だりしたいと言っておりました。 

私は小学五年生の夏に二週間ニュージーランドに

ホームステイし、その時経験したことが忘れられず、

留学を決意しました。 

これから私の夢であった留学が始まります。 

私はフィンランドで、語学や文化を学ぶと共に現地

の人との交流を通して、日本の魅力を発信してまいり

ます。 

1年間頑張ってまいりますので、これからも応援よろ

しくお願いいたします。 

ヴィ セース   またお会いしましょう。 

ご清聴ありがとうございました。 

 

 

米山奨学生ドリス さん 
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皆さんこんにちは、私は実習を終えて来週からはテ

ストが有ります。先程、フィンランドに行かれるとの話

が有りましたが、私も応援します。と言うのは、私も以

前 2週間ほどフィンランドへ行ったことが有ります。 

ヘルシンキと言う所です。多くの福祉施設（病院・学

校等）を訪問しました。驚いたことにフィンランドには

特別支援学校は有りませんでした。特別支援学級の

子供達と普通の子供たちが一緒です。ただ個別指導

が行われています。また先生に成るのは厳しくて修士

を取らなければ先生にはなれません。 

フィンランドはみんな優しくて留学生も外国人も無く、

皆人間として平等に生きて行こうと言う事です。 

 

 

  雑誌記事紹介 

ロータリー情報 ： 伊藤 純 会員 

ロータリーの友 7月号から、ガバナーの横顔のコー

ナーに宮﨑敏博地区幹事の投稿記事が掲載されて、

小林ガバナーのある一面を知る事が出来ますのでご

紹介いたします。（問答形式） 

1. 至福のひと時は？ 

答 岩陰のよどみで尺級のイワナが餌を食い、竿を

上げる瞬間 

2. 苦手なものは？ 

答 釣行中、蛇に遭遇した時後ずさりする 

3. ご自身を動物に例えたら何ですか？ 

答 鼠。何かを集めるのが好きで、親からは鼠だと

よく言われた 

 

 

委員会報告 

親睦委員会 ： 大島直幸委員長 

先週皆様の会社の方へFaxさせて頂きましたが、8

月 6 日午後 6 時からレイクタウン 1 階、ハドウスで家

族同伴納涼例会を開催します。当日はお子様が多く

参加されると思われるので、マジックショーとバルーン

アートをご用意しました。多くの方に楽しんで頂きた

いと思いますので多くの方に参加頂きますようお願い

します。 

 

社会奉仕委員会 ： 市川洋和委員長 

お客様いらっしゃいませ。来週の水曜日は第 11回

越谷ジュニア甲子園野球大会の開会式に成ります。 

集合時間は、会員の方は 7：30 でお願いします。尚

社会奉仕委員会の皆様は、7：00 にお集まりください。

服装は、ポリオエンドの赤い Tシャツ、白いロータリー

の帽子、スニーカーでお願いします。 

 

 

地区部門別セミナー参加報告 

奉仕プロジェクト部門  

7月 20日に上尾市文化センターで奉仕プロジェク

ト部門のセミナーに須賀篤史奉仕プロジェクト部門長

に替り代理で参加して参りました。 

 

松﨑義一 副会長 

プロジェクターを使って、報告をする。 
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国際奉仕委員会 ：  

 

新沼 徹 委員長 

大きく 3つに分けて、お話がございました。まず 

① 補助金の種類について ： パートナーの探し方、

資金調達方法の説明がございました。 

② 姉妹・友好クラブについて ： 韓国 3750地区と

の友好地区 30年経過の報告がございました。こ

れについて日韓親善会議の開催されている報告

もございました。また日本と台湾との親善会議も

開催されているとの話も有りました。 

③ 国際大会についての概要の説明が有りました。

2020年 6月 6日～6月 10日ハワイ・ホノルルに

おいて開催。2770地区のガバナーナイトは 6 月

6 日ワイキキビーチ・コマバイアウトリカーにて開

催が予定されている。 

 

青少年奉仕部門委員会 ：  

 

吉田 実 委員長 

青少年奉仕部門セミナーは 7月 15日ラフレさいた

まに於いて開催されました。 

活動目的は、学生や若い諸君、職業人のリーダー

シップを養うための活動を支援する事に有る。 

ロータリーでは1960年にインターアクトクラブを、ま

た 1968年にロータリークラブに入会資格のない 19

歳～29歳までの若い人の為、ローターアクトクラブを

作りました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・大宮中央 RC樋口会長はじめ皆様ようこそ！ 

小宮山大介 

・大宮中央 RCの皆様ようこそ。本日も宜しくお願いし

ます。                      大濱裕広 

・お世話になります 

大宮中央 RC会長 樋口領治 

・私の長女千陽（チハル）が 8月 4日にフィンランドへ

出発致します。これまでご支援いただきました越谷

北 RCの皆様へ感謝申し上げます。引き続きご支

援、ご協力よろしくお願い申し上げます。 

大宮中央 RC副会長 堀越太志 

・本日は例会に参加させて頂き誠にありがとうござい

ます。また青少年交換事業におきましては、ご協力

を頂き、感謝申し上げます。これを機に色々と親交

を深めさせて頂ければと思います。宜しくお願い致

します。        大宮中央RC幹事 山田善信 

・このたびは 2019-20青少年交換留学生プログラム

で大変お世話になります。よろしくお願い申し上げ

ます。 

大宮中央 RC青少年奉仕委員長 松山哲則 

・お客様ようこそ、山田幹事お久しぶりです。 

渡辺裕介 



週報                       2019-2020 国際ロータリーテーマ 

第 2770 地区 第 8 グループ                    “ロータリーは世界をつなぐ” 

           RI 会長 マーク･ダニエル･マローニー 

 

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/ 

6 

 

・お客様ようこそ！梅雨が明けるようです。又暑い日

が続きそうです。お身体に気をつけましょう！ 

大熊正行 

・お客様ようこそ 7/31からのジュニア甲子園野球大

会、皆様のご参加宜しくお願い致します。 

伊藤 純 

・お客様ようこそ！ 本日もよろしくお願い申し上げま

す。奉仕の心を大切に           新沼 徹 

・沢山のお客様いらっしゃいませ       青木 清 

・大宮中央RCの皆様ようこそ、ごゆっくりして下さい。 

木村二夫 堀野眞孝 

・大宮中央 RCの会長他お客様ようこそ 

関森初義 

・お客様いらっしゃいませ、本日もよろしくお願いしま

す。                 市川洋和 松井昭夫 

・例会出席時、エレベーターは 1Fに降ろしましょう。 

小林光則 

・本日も宜しくお願い致します。  

髙瑠美子 佐藤 要 

・次回欠席します。               太田靖彦 

 

 

 

出席報告 

会員数          47名 

出席免除者        4名 

出席者          30名 

欠席者            名 

出席率           70% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

越谷市営球場に於いて 

第 2110回例会  令和元年 7月 31日（水） 

本日のお客様 

第 2770地区第 8グループ  

 ガバナー補佐    新井 進 様 

 越谷南 RC会長    中内啓夫 様 

 越谷南 RC幹事    小林武弘 様 

 大会実行委員代表八潮市立八潮中学校 

野球部顧問   松本健太 先生 

   米山奨学生   ドリス さん 

 

 

会長卓話 

 

小宮山大介 会長 

皆様おはようございます。 

本日は朝早くからお集まりいただき、また昨日には

社会奉仕委員会伊藤委員長はじめメンバーの方々

の設営へのご尽力誠にありがとうございます。お陰様

で第 11 回を数えます越谷市ジュニア甲子園野球大

会が本日開会出来ました。 

その中、第 8 グループガバナー補佐・新井進様、越

谷南クラブ・中内会長、小林幹事にご足労頂き、重ね

てお礼申し上げます。また、今年度もこの猛暑の中で

の大会という事で、事前に顧問の先生方に熱中症対

策マニュアルを作成頂き、まずは選手たちの体調を

崩す前の対策をお願いした次第です。 

さて野球といえば先日、岩手県大会で大波乱があり
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ました。身長 190センチ、そして 160キロを超す超剛

速球投手佐々木君。さぞ甲子園での活躍を期待した

人たちは多くいた事でしょう。それが岩手県大会決勝

戦では不出場。監督采配に関しては様々な意見が

飛び交っているようです。そこで国保監督のプロフィ

ールを調べてみました。野球経験は勿論ですが、筑

波大学～アメリカ独立リーグでプレーした経験もある

そうです。それを知り、私は安心しました。やっとこう

云う指導者が出てきたのですから。筑波大学といえば

スポーツを科学する事で有名です。そして下部組織

とはいえアメリカでの野球経験で確固たる指導方針を

身に着けたのだと思います。 

アメフトもそうですがアメリカでは高校では全米大会

まではありません。せいぜい州大会です。そして投球

制限もあります。先ほどの佐々木投手もまだ身長が伸

びているそうです。まだ成長期なんですね。 

私もスポーツ選手として体が出来上がったのは 23

歳～25 歳くらいだったと思います。無理をさせる事で

子供の可能性を潰してほしくないものです。 

先日、私のアメフト他大学同期がFBにUPしていた

コメントを引用します。（自身の息子さんに向けて） 

“野球は 4 シーズンもカナダ BC 州のトップリーグで

プレーすることができたのも財産だな。しかも、北米野

球のシステム、チームに守られ肩肘は元気なまま。環

境に感謝やね。そして、8 月中旬からアリゾナの大学

での生活がスタート。この 2年間は野球と勉強漬けの

毎日だろうけど目標を見定めて、日々を送ってくれよ。

活躍を期待してる！“ 

（ちなみに戦績は 通算成績 254 イニング 303 奪

三振 防御率 1.92 だったそうです） 

短いですが、野球大会開会式当日の会長挨拶とさ

せて頂きます。 

 

 

 

 

写真集 

 

会長挨拶 

 

 

伊藤 純 社会奉仕委員会 

 

 

優勝旗の返還 

 

 

選手宣誓 


