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会長卓話 

 

小宮山 大介 会長 

皆様こんにちは。本日も例会参加ありがとうございま

す。 

早いもので9月になり、ようやく暑さもひと段落。朝晩

はとても過ごし易くなりました。先日、厚生労働省から

5 年に一度の財政検証が発表され、世間ではまた年

金問題が多く語られています。そこで今日は、先月の

会員増強月間、先週の地区会員増強部門委員長 

熊木様の卓話を踏まえ会長挨拶をしたいと思いま

す。 

どの様な組織にも構成員の拡大は、その組織を強

固なものにしていく大きな要素の一つです。例えば私

の大学生時代、私の入部当初の部員数は2年～4年

生で 25 人程度。それでも年々増えている状況で、4

年生 5人、3年生 7人、2年生 13人という感じです。

ところが私たち新入生は 20 人以上が入部しました。
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（その後徐々に減りましたが）その時のカテゴリーは 2

部リーグ。その一年後、見事昇格。1 部リーグに定着

し、私の最終学年時は部員が 100人を超える大所帯

となっていました。勿論バブルという時代背景もあっ

たと思います。 

その反面、増強されなかったらどうなるか？少し考

察をしたいと思います。現在我が国は少子高齢化社

会に突入し、2010 年前後から人口減社会に突入し

ています。私が生まれた 1966 年に日本人は 1 億人

を突破し、1億 2,805万人をピークに減少しています。

そしてこのままの統計で行くと、2040年代後半には 1

億人を割ると言われています。ちょっと思い出してみ

てください。1970 年頃のこの越谷の風景はどんなで

したか？そして想像してみてください。約 30 年後の

人が減った日本社会を・・・ちょっと怖くなりますよね。

地方で過疎化問題が深刻化しています。ぼやぼやし

ていたら、他人事では無いかもしれません。 

人が減れば、交通インフラは今の様には必要が無く

なります。東武鉄道だって今のように走らせるのは負

担がかかります。だから地域もそして企業も人が減ら

ない様に努力せねばならないのだと思います。この

我が地域だけは… 

それはロータリークラブも一緒です。新しい形を見出

していく時期なのでしょうね。 

昨年春に出版された少し古い本ですが、ご紹介を

して会長挨拶を占めさせて頂きます。 

 

 

 

 

幹事報告 

 

大濱 裕広 幹事 

皆様、こんにちは。本日からサミュエルが例会に出

席します。ドリスと同様、皆様のご指導、ご支援よろし

くお願いいたします。それでは幹事報告いたします。 

（地区より） 

・合同奉仕活動のご案内がきております。米山奨学

生と米山学友会との合同奉仕活動です。9月 16

日（月）春日部駅 12時に集合です。申し込みにつ

いては事務局又は幹事までお願いいたします。 

・第 1回地区大会実行委員会開催のお知らせがきて

おります。9月 11日（水）当クラブ例会場にて午後

6時より開始予定です。実行委員の皆様の参加の

予定です。 

・財団ニュース 9月号が届いております。皆様ご確認
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ください。 

・インターアクト高校生海外研修派遣団員募集のお

知らせがきております。 

・顧問教師会の集いのお知らせが来ております。 

（クラブより） 

・持ち回り理事役員会におきまして、25周年記念寄

贈品のせんげん台駅前時計のバッテリー交換費用

5万円の支出について承認されました。 

・入会 3年未満新会員研修は、吉田会員、櫻井会員

が参加となります。 

・会田会員の会社の FAX番号が変更されましたので

ボードに掲示しておきます。 

以上幹事報告でした。 

 

お客様挨拶 

 

 

米山記念奨学生 

アワンドゥ ドリス アウィンノ 様 

皆さんこんにちは。いつも大変お世話になっており

ます。ドリスです。今日は私の生まれた地域のことに

ついてお話をしたいと思います。 

私はケニア生まれでビクトリア湖の近くのスラム街で

育ちました。生まれた場所のビクトリア湖は世界で 2

番目に大きな湖です。凄く生き物が沢山いて、私は

「ワニ」が一番嫌いな生き物です。どうしてかというと小

さな頃は自然が 1 番好きで湖で遊ぶのが好きでした。

しかし湖にはワニがおり両親からは湖で遊ぶことは止

められていました。しかし私たちは学校の帰り道に仲

間達と湖に遊びに行き夕方帰ってきました。あとにな

り親友がいないことに気づきました。 

2日がたち、親友がワニ食べられてしまったことが

分かりました。親友とは学業成績の面でいつもライバ

ルの関係でした。私は非常に悲しかったです。そのよ

うなことからこの話はつい最近まで出来ませんでし

た。 

日本の動物園に行きますとワニが本当に小さいと

感じました。ケニアでは自然の中で自由に生きている

ので非常に大きいです。 

本日は私の生まれたケニアの話をさせて頂きまし

た。 

皆様、有難う御座いました。 

 

 

青少年交換留学生 

サミュエル キテプロ 様 

皆さん、こんにちは。昨日は私の始めての登校日

でした。学校は獨協埼玉高校でして非常に大きな学

校で生徒も多く非常に驚きました。私はこの学校で頑

張ります。宜しくお願いもうしあげます。 
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委員会報告 

 

クラブ活性化委員会 

松﨑 義一 

地区新人研修に先立って、クラブ内新人研修（3

年未満）を実施致します。積極的な参加をお願い致

します。 

開催日 ：  9月 25日（水）例会終了後 

時 間 ： 13時 45分から 15時 00分 

対象者：吉田会員、櫻井会員、その他希望者 

 

 

セミナー報告 

 

公共イメージ部門 

松井部門委員長 

8月 3日に実施されましたセミナー報告をさせて頂

きます。 

ガバナーはこのように言っております。 

「ロータリーにおける公共イメージは一般の人々に

理解を高める目的で「世界を変える行動人」のストー

リーを伝え、人々に、地域社会にアピールすることで

す。ロータリーとは何か、ロータリアンとはどのような

人々か、ロータリーは他団体とどのような意識のもと、

ロータリーのブランドを高めれば、ロータリーは明るい

将来を迎えることは確かです。 

ロータリーにおけるポリオ根絶活動は、まさに世界

を変える行動人そのものであり、根絶の暁には、ロー

タリアンはその偉業を称え、世界の多くの人々が、と

もに喜び、歴史の一ページに刻まれることになるでし

ょう。同時に、世界の人たち、地域社会の人たち、職

場の人たちは、ロータリーを知り、ロータリーに憧れ、

ロータリーに近づいてきます。公共イメージから、会員

志願者が押し寄せることは決して夢ではないでしょ

う。 

ロータリアンは一人一人がみなリーダーです。ロー

タリーを理解し、インパクトを発信する行動人になれ

ば、容易に会員は倍増することが出来るはずです。」

とこのように言っておられます。 

また部門委員長は「世界ポリオデーの 10月 24日

には各クラブに一斉にイベントを開催していただきま

す。このイベントは地域に変化をもたらす奉仕活動と

してロータリーのイメージの向上を図り、さらに入会へ

の関心を高める絶好のチャンスとして会員増強に結

びつくクラブの行動力を高め強固な組織づくりに役立

てることも目的としています。」と取組みについて考え

られております。 

 

【近藤会員より】マイロータリーサイト内の「ブランドリソ

ースセンター」の説明と活用方法の説明を頂きまし

た。 

 

【10月 24日のポリオデーについて】 

1  イベント名 

ポリオデーとする事では、確定しているようですが、

正式名称では、各クラブが未だ未だ決まっていな

い状況でありました。 

 



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 

ホーページアドレス https://koshigayakita-rc.jp/ 

5 

 

2  イベント内容 

・浦和南 RC さんは 17号国道でたすきを掛けて募金

活動をする。 

・大宮 RC さんは大宮アルディージャと共同で募金活

動を行う。 

・ゆずRCは川口駅で募金活動を10月24日に行う。 

・幸手 RC さんは前後の市民祭で募金活動を行う。 

・上尾 RCは 10月 24日に 3 クラブ合同で街頭募金

を行う。 

・それ以外は募金活動するか、例会場で赤いシャツ

を着て例会をする。 

 

3  広報の仕方 

ホームページやソーシャルメディアを活用して話題

を広げ、ポリオのポスターを貼りパンフレットを配る。

上尾の RCはアピオの上尾の会報誌に載せるそうで

す。やはり市民祭等を絡めて人が多く集まるところで

活動し、そして前後の曜日をうまく利用しホームペー

ジや Facebookを利用して広報活動を行いながら、

駅等で街頭募金を行う活動が多いように感じました。 

当クラブは 10月 20日に足立のマラソン大会に 

参加します。 

皆様のご参加をよろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会員増強維持部門 

小宮山会長 

 

ユーチューブを流し他クラブの取組み動画（近江

八幡 RC）を紹介。 

増強に関して皆様で語るのも大切ですが、このよう

にユーチューブなどを活用してシンプルに目で訴え

ていくものよいのではと考えます。 

私は増強のセミナーの時に大宮西ロータリークラブ

の会長様と一緒でした。大宮西 RCは 40名くらいか

らいきなり 100名を越えたクラブです。 

当クラブでは 

・会長およびリーダーが増強を言い続ける 

・会員一人が一人を推薦することにより倍になる 

・こまめに交流会を地道に実施する 

やることは一つしかないのではないかと思いました。 

皆様が意識して増強していくことが大切であるかと思

いました。 
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・ドリス、サム ようこそ！          小宮山 大介 

・ドリス、サム ようこそ。本日もよろしくお願い致します。

大濱 裕広 

・誕生日祝いありがとうございます。    松井 昭夫 

・結婚記念日のお祝いありがとうございます。本日も

宜しくお願い致します。          高 瑠璃子 

・ドリス、サム ようこそ！           中澤 伸浩 

・お客様ようこそ                松﨑 義一 

・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 

・サミュエルようこそ。いらっしゃい。      伊藤 純 

・台風の季節がやってきました。      大島 直幸 

・本日も宜しくお願い致します。        佐藤 要 

・今年もあっという間に一年の 3分の 2が終わってし

まいました。残された年内頑張って稼ぎましょう！           

大熊 正行 

・世界平和の為に。              髙橋 忠克 

・なかなか例会出席できず申し訳ありません。体調が

日々悪化してます。明日セカンドオピニオンを受け

ることにしました。              𠮷澤 晴雄 

 

 

 

 

 

 

 

出席報告 

会員数          46名 

出席免除者        4名 

出席者          30名 

欠席者          16名 

出席率          71.4% 

 

 


