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皆様こんにちは。今日も朝から暑いですね。9 月に

5．会長卓話

もなりますが、各地で 35 度を超えるような日々が続い

6．幹事報告

ています。今週は日曜日夜半から関東にも台風が直

7．お客様挨拶

撃し猛威を振るいました。特に千葉県では送電線の

8．3 分間ロータリー情報

倒壊や今も停電、断水が続いている地域も多くありま

8．委員会報告

す。そして月曜日は首都圏の交通機関が麻痺しまし

9．スマイル報告

た。私も朝から神保町の事務所に行く予定でしたが、

10．イニシエーションスピーチ

櫻井保彦 会員

駅には人があふれ、電車もホームに入ってくると既に

11．会員卓話

会田謙二 会員

満員状態で、いっこうに乗ることが出来ませんでした。
結局すべての予定をキャンセルしたおかげで、昨日
火曜日は、猛暑の中、都心を汗だくで歩き回りまし

次回例会案内 令和元年 9 月 25 日

た。

ロータリアンの行動規範

話を戻しますが、今日 11 日現在千葉県内での停

交友抄
ロータリー財団部門セミナー報告

電は 458,100 件。停電という事はエアコンも使えず、

会員卓話

情報機器すら使えなくなります。私も東北の震災時、
仙台にて被災した際は情報が取れず、本当に心細
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い日々を過ごした事をやっと今思い出しました。あの

ついて、「障害があっても、ものともせずに突き進む機

揺れた瞬間は偶然にも仕事の合間に仙台に住む友

関車のような人」と表現します。

人と会っていました。それが功を奏し約 1 週間友人宅

ロータリーでの活動についてシェアさんは、「クラブ

に厄介になれましたが、家がオール電化であったた

もその会員も本当に素晴らしい」と言います。「真の変

め家中のインフラが停止しました。《電気・ガス・水道》

化をもたらしたいという意欲があるのなら、ロータリー

そこで私は自転車を買い食料調達に東奔西走し、

クラブに入会して、ロータリーの仕組みを活用するよう

キャンプ用のコンロを買い（自宅にはたくさんあるのに

勧めます。本当の意味で世界を変える活動をするの

…）温かいものを食べられるようにしました。そういう大

に、ロータリー以上に素晴らしい組織はありません」

変だった経験は記憶が薄れていくものですね。また
再びロータリアンとして行動すべき時かもしれません。

幹事報告

そこでひとつ、ロータリアンのエピソードをご紹介して、
本日の会長挨拶とさせて頂きます。
災害救援に人生をささげるロータリアン
2001 年 9 月 11 日、ニューヨークのマンハッタン。
同時多発テロが発生したその日、シンガーソングライ
ターのトッド・シェアさんは、音楽フェスティバルでのコ
ンサートに向けた準備をする予定でした。そこで遭遇
したテロ、気づいたときには被災者のために水、食料、
物資を運ぶ手伝いをしていました。瓦礫の山をかきわ
けて救援活動に没頭した 5 日間を経て、シェアさんは

大濱裕広 幹事

自らの人生を災害救援に捧げることを決意します。

皆様、こんにちは。お客様ようこそ。本日もよろしく

活動を重ねるうちに、災害救援に必要なスキルを

お願いいたします。それでは幹事報告いたします。

学んできたシェアさんは、水、食料、物資の提供がし

（地区より）

っかりとしていれば、医師や消防士、救命士が本来の

・顧問教師会の集いのお知らせが来ております。10
月 12 日（土）蓮田市魚庄別館にて午後 4 時からで

仕事に集中できると言います。

す。インターアクト顧問他 1 名の参加となっておりま

ロータリーとの出会い
米国ニューオーリンズでハリケーン「カトリーナ」が

す。

発生したとき、シェアさんはマンハッタンのインウッド・

・2019 年 8 月九州北部豪雨災害義援金お願いが来

ロータリークラブ元会長のジム・クシュナーさんと出会

ております。後程、社会奉仕委員会より義援金を集

いました。共に動物保護の活動や洪水被害者救助

めさせていただきますのでご協力お願いいたしま

用のゴムボートの提供、軍による捜索活動を支援する

す。また、先日の台風による被害にあわれました、

など精力的に活動し、その年の 8 月、シェアさんはイ

千葉県の被災された方々に対しても併せて義援金

ンウッド・ロータリークラブに入会。クシュナーさんとシ

によるご協力をお願いいたします。

ェアさんは、その後も災害救援活動を一緒に行い、

（クラブより）

助けを必要とする人に支援を提供するという情熱を今

・越谷南ロータリークラブ、越谷東ロータリークラブ様

でも共有しています。クシュナーさんはシェアさんに

より 9 月 10 月のプログラムがきております。ボード
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に掲示しておきますのでご確認ください。
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くお願いもうしあげます。皆様方が楽しんで頂けるよう

・越谷市暴力排除推進協議会様より第 25 回越谷市

尽力して参ります。宜しくお願いもうしあげます。

地域安全推進大会の案内が来ております。
・年度計画書が出来上がりました。ご確認お願いいた
します。

お客様挨拶

第 45 回越谷市民まつり
副実行委員長 近藤昭彦 様
皆様こんにちは。本日は例会中の貴重なお時間を
頂戴致すこと誠に有難う御座います。第 45 回越谷市
民まつり副実行委員長を仰せつかっております、近
第 45 回越谷市民まつり

藤昭彦と申します。私からは青年会議所のメンバー

実行委員長 田﨑尚樹 様

のご紹介のお願いをさせて頂きたいと思います。
我々は 20～40 歳にて活動をさせて頂いております。

皆様こんにちは。本日は例会中の貴重なお時間を
頂戴致すこと誠に有難う御座います。私は今年度、

私共はこの限られた時間の中で仕事や家庭では経

第 45 回越谷市民まつりの実行委員会の実行委員長

験することが出来ない活動をさせて頂いております。

の職をお預かり致しております一般財団法人越谷青

その経験はその後の人生に間違いなく生きる活動の

年会議所理事長、田﨑尚樹と申します。

出来る団体であると思います。是非とも皆様方の息子

本日は副実行委員長の近藤くんと 2 人で越谷市民

様、娘様、お知り合いの方がいらっしゃいましたら是

まつりのご案内とご協力のお願いにお伺いさせて頂

非ともご紹介頂けますよう宜しくお願い致します。

きました。越谷北 RC の皆様には毎年、越谷市民ま
つりに毎年多くのご協力とご協賛を頂いておりますこ
とを重ねて御礼申し上げます。例年、北駐車場にて 1
日を通してお子様たちに喜んで頂ける事業を展開し
て頂いております。本年度は市役所本庁舎の工事の
関係もあり工夫をして開催させて頂く予定で御座いま
す。皆様には色々とご協力頂く事もあるかと思います
が宜しくお願い致します。また本年度は参議議員選
挙の補欠選挙との同時開催となります。皆様方には
ご協力を頂いてしまうかもしれませんが宜しくお願い
致します。本日は皆様方にご案内とご協賛のお願い
にてあがらせて頂きました。是非ともご協力の程宜し
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からロータリーにおけるリーダーシップは、ロータリア
ン全てを平等対等なものと見る社会におけるリーダー
シップを意味するのであります。したがって、ロータリ
アン同士が平等対等であるのみならず、1 ロータリア
ンとクラブ会長との関係、クラブ会長と地区ガバナー
や地区委員との関係も平等対等であります。そして、
さらに言えば、ロータリアンと地区委員や地区ガバナ
ーとの関係もロータリアンとしては平等対等なのであ
米山記念奨学生

ります。ただ、平等対等だということの意味を誤解しな

アワンドゥ ドリス アウィンノ 様

いように注意しなければなりません。
例えば、2770 地区には 元 RI 会長の田中作治さ

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。今日は日本について感じることをお

んや元 RI 理事の北 清治さんがいらっしゃいますが、

話させて頂きます。日本は私の国より安心、安全と言

決して偉ぶらず、いつもにこにこ気さくに挨拶やお話

われておりますが、私は日本の地震や津波などの災

をしてくださいます。お二人とも所属クラブの会員から

害が非常に多いことは怖くてなれることが出来ませ

はもちろんのこと地区内外の多くの会員から信頼され

ん。

尊敬され慕われています。ここが大事なところでありま

本日は私が日本にきて思ったことをお話させて頂

す。これをロータリーにおける「徳の支配」というのだ

きました。皆様有難う御座いました。

そうです。重ねて申し上げますが、ロータリーは、権
力服従の縦型社会ではありません。
時として、（例えば、体育会系出身や大きな組織に

3 分間ロータリー情報

属した経験のある人など）縦型社会の意識を強く持っ
たロータリアンは、経歴や経験豊富な年長者の先輩
に対する態度を見て、あんな偉い人に対して何とな
れなれしい態度かと、異様なものと感じて驚くようであ
ります。しかし、ロータリーが横型社会であることを考
えれば、元来、そのような意識を持つ方がおかしいの
だそうです。
ただ、一点注意すべきは、「親しき仲にも礼儀あり」
といわれるように、年長者に対する礼を失してはなら

大熊正行 会員

ないことは当然であります。

「ロータリーにおけるリーダーシップ」について

平等対等だとか、公平公正とか言いますが、そして

一般に、リーダーシップすなわち指導性・指導力と

正当な権利や資格などもありますが、ただしロータリ

いうとき、それは、指導する者と指導される者という上

ーにおける義務を履行しクラブ内での積極的な行

下の関係として捉えられていますが、ロータリーにお

動・活動を自らに課し、私たちがロータリアンとして成

ける指導性ではありません。会社は命令服従の縦型

長し、自発的なモチベーションを高め、コミュニケーシ

社会でありますが、ロータリーは横型社会であります

ョンや活動を活発にして、クラブの活性化と発展に繋
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げていき、より多くの会員がそれぞれの立場や役目
においてリーダーシップを発揮できるような存在にな
るよう望んでいます。私自身も、リーダーシップどころ
か若い会員や後輩たちに決して馬鹿にされたり、陰
で小ばかにしたあだ名や呼び捨てで悪口を言われた
りしないように尊敬され慕われる会員になれるように
日々精進したいと思います。
伊藤 純 社会奉仕委員長
皆様こんにちは。地区より 2019 年 8 月九州北部豪

委員会報告

雨災害義援金ご協力のお願いが来ております。九州
北部地区では豪雨災害にて甚大な被害が発生致し
ております。この度、被災地区である 2700 地区より義
援金のご協力の依頼が来ております。
皆様義援金のご協力をお願い申し上げます。
また千葉県でも同様に義援金のご協力が参るかと
思います。合わせましてご協力の程、宜しくお願い申
し上げます。
地区大会実行委員会
堀野眞孝 実行委員長
皆さんこんにちは。皆様もご承知の通り 11 月 9 日・

イニシエーションスピーチ

10 日に開催されます地区大会の実行委員会実行委
員長を仰せつかっております堀野眞孝で御座います。
今年の地区大会を成功させる為、是非ともご協力を
お願い申し上げます。
本日（9 月 11 日）第 1 回目の実行委員会を当例会
場にて 18 時より開催します。関係者の皆様ご出席の
程、宜しくお願い致します。今年度は小林 操ガバナ
ーを輩出するクラブとして盛り上げる為にも、皆様関
心を持ってご協力の程、宜しくお願い致します。

櫻井保彦 会員
皆さんこんにちは、7 月に正式に入会しました櫻井
保彦と申します。
北ロータリーの皆さんの名前を覚えきれいない最初
の頃に渡辺さんから何か自己紹介的な話をしてもらう
との話を聞いたはずなのですが、なるべく避けたいと
思う私は頭の中からその事実を消し去ってしまい、
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先々週再度確認のお話を聞いて、「え？知らない」と

それで 25 年記念ライブを沖縄の宜野湾海浜公園

大変失礼な対応をしてしまいました。申し訳ございま

とう野外ステージでのライブをするというので、今まで

せんでした。

ライブで遠征という事をしたことなかった私ですが、20

イニシエーションスピーチと言うことですから私も皆

周年もそこでやる予定が台風で中止になったと言うこ

さんに受け入れていただいたと言うことで、入会したら

とで初の沖縄ライブと言うこともあり申し込みました。

必ず通る道として受けさせていただきます。幸い残り

見事当選し、行くことにしました。当日は台風の影響

の時間をお話頂ける会田先輩が「5 分でいいからが

もあり飛行機も遅延した影響もありスタートが遅れまし

んばれ、後は任せろ」といっていただいたので安心し

たが何とか開演を迎え、ライブは終盤を迎えもう終わ

てお話させていただきます。

るという頃になって雨にも降られましたが最高の夜に

私は人前で話す事が本当に苦手でなるべくなら避

なりました。

けたいと思うタイプの人間です。

帰路につき、今回遠征することによって今まで一度

なので原稿とか用意して覚えようとすると内容が飛

も訪れたことの無い沖縄というのも感じることが出来、

んだ時点で頭が真っ白になり余計緊張してしまうので

改めて遠征してよかったと思いました。
しかしその 2 日後大事件が起きました。なんと安室

いつも原稿等は全く用意していません 笑
皆さんご存じかと思いますが以前父がお世話にな

奈美恵さんが引退発表をしたんですね。もう焦りまし

っていましてそのときに 1 度だけどなたかの代理で急

た。また 5 年しか楽しめていない唯一の楽しみが無く

遽頼まれて卓話をさせて頂きました。そのときも原稿

なるのです。それはもう全国どこにでも行く覚悟で申

なしでお話させて頂きましたが、そのときはテーマが

し込みをすることにしました。まずは SNS を駆使し、

仕事についてのお話でしたので今日は私の趣味の

みんなの動向を調べ、可能性を探りながら場所と日

話をさせていただきたいと思います。

程を精査し、あらゆる手を使って申し込みました。結
局 FC 枠で 3 カ所当選し 4 月の札幌ドーム 1 回、5

趣味といいましても、そもそも広く浅く、がモットーで
その時その時でスポーツだったり釣りだったりと色々

月の東京ドーム 2 回当選することが出来ました。しか

やっていて人様にお話するような趣味という趣味の話

もすべて席はアリーナでした。もう本当にうれしかった

はないのです。趣味というのか分かりませんがここ数

ですね。そし自分にとって最初の Finally ライブとな

年自分的に夢中になったお話をさせて頂きます。

った札幌ドームなのですが、スタート時点から安室さ

皆さん安室奈美恵さんはご存じですよね？私は 20

んが他のライブでは見せなかった様なのですが泣い

周年の東京ドームのライブをたまたま知人から誘われ

てるんですね・・・それを観て私はこの年になってこん

てたまたま観に行ったんです。若い頃から何度か

なに泣くかと言うほど泣いてしまいました。
それから 2 度のライブを終え無事に Finally ツアー

色々なアーティストのライブには行ったことがあったの
ですが今まで、はまったことは一度もなかったんです

を終えました。

ね。しかし安室さんのライブを観て衝撃を受けました。

その後に沖縄で本当の最後のライブを行うことが決

すべてが生歌でダンスもすごい、それをなんと 3 時間

定し、同時に私も沖縄への飛行機と宿の手配をしまし

ぶっ通しで、無 MC で歌い、踊り続けるんですね。そ

た。当然ながら最後のライブは 3,000 人と至極少ない

れはもう圧巻ですっかり魅了させられてしまいました。

枠でしか行われないため外れましたが前日のライブ

それ以来毎年ツアーで関東に来るのを楽しみにし

ビューイング的なライブ上映会がありそれに当選しま

て通いました。

した。上映会とはいえとても臨場感があり楽しめまし
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た。

マーク・ダニエル・マローニー

すぐに飽きてしまいました。

最後のライブの日、皆さん音漏れ参戦という言葉を

そこで最後に行ったところが上高地でして、非常に

聞いたことがありますか？言葉の如く会場に入れなか

天気もよく「あそこに登りたいな」と思ったのが、穂高

ったファンたちがその日会場の周りを覆い尽くし一緒

連峰でした。それが山登りを始めたきっかけでした。

にライブを楽しむと言うことなんです。もちろん音なん

ではまず何をすればいいのかということで 体力 をつ

かほぼ漏れること無くまともに聞こえません。でもファ

けるところから始めました。

ンはそこに集まるんです。最後のライブを一緒に感じ
るために。
記事にはの載せられませんがなんと、そこにも奇跡
は起きました。人によってはきっとなんだそんな事？
と思うかもしれません。でもそこにいた人たちは全員
感じていました。最高の夜でした。
これで今後も消えることはありませんが私のアムラ
ーとし時間は終わりました。
すっかりアムロスになった私にどなたかおすすめの

冬山登りのブーツを片手に熱弁をふるう

アーティストがいたら是非ご紹介ください。

現在は『やまれこ』というソフトを活用して登山計画

以上まとまりが無い話でしたがお時間になりました

や行動の記録を行っております。

のでこれで終わりにさせて頂きます。

登山は予想もしていなかった苦労が沢山あります。

ありがとうございました。

山小屋でのこと、色々な環境での登山、冬山登り、
山登りの道具の使い方や身の守り方や危機管理な
ど・・・

会員卓話

会田謙二 会員
皆様、こんにちは。私の趣味についてお話をさせて

乗鞍岳 太田会員のご子息と一緒に

頂きます。私は 3 年前くらいから「登山」を始めました。
では何故登山を始めたのかと申し上げますと今まで
私は無趣味でした。そこでカメラでも買って旅行をし
ながら写真でも撮ったりしようかと思いました。しかし
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マーク・ダニエル・マローニー

・本日も宜しくお願い致します。

高瑠璃子

・世界平和の為に

関森初義

・欠席ばかりで申し訳ありません。地区大会の件頑張
ってます。

堀野眞孝

・本日地区大会実行委員会です、堀野実行委員長
以下、宜しくお願い致します。
・お客様ようこそ。

宮崎敏博

会田謙二 青木 清 須賀篤史

・越谷 JC の皆様ようこそいらっしゃいませ。

南アルプス間ノ岳にて

松崎義一
・第 45 回越谷市民まつり、田﨑尚樹実行委員長、近
藤昭彦副実行委員長、ようこそ！第 45 回越谷市
民まつりの大成功をご祈念致します。 大熊 正行
・お客様、ようこそ！会田さん、櫻井さん楽しみにして
います。

中澤伸浩

・お客さま、ようこそ。櫻井会員イニシエーションスピ
北アルプス剣岳にて

ーチ楽しみにしています。

本日は私の趣味についてお話をさせて頂きまし

伊藤 純

・田﨑理事長、近藤次年度理事長、ようこそ！頑張っ

た。

て下さい！

これからも山登りを続けて参りたいと思います。

深野秀樹

・会田さん、櫻井さん卓話よろしくお願いします。JC

まとまらないお話で申し訳御座いませんでした。

のみなさまようこそ！

本間睦人

出席報告

・越谷 JC 田崎様、近藤様 本日はご来訪ありがとうご
ざいます。

小宮山大介

会員数

46 名

出席免除者

11 名

出席者

29 名

欠席者

17 名

出席率

70.7 %

・第 45 回越谷市民祭り実行委員会、田崎様、副委員
長、近藤様ようこそ。本日も宜しくお願い致します。
大濱裕広
・第 45 回越谷市民祭りへの御協力をいただき誠にあ
りがとうございます。
第 45 回越谷市民祭り実行委員会
実行委員長 田崎尚樹
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