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会長卓話 

 

小宮山大介 会長 

皆様こんにちは。先日月曜日は地区大会記念ポリ

オ撲滅チャリティゴルフお疲れさまでした。多くの会

員の皆様にご参加を頂き盛大に行われた事。そして

朝から晩までの大会運営に関わるご尽力に感謝申し

上げます。 

さて、前回例会時、鈴木英男会員の 4 つのテスト唱

和時の冒頭の紹介のなかで、その元来の由来をひも

解くと、職業上の発想が先であるという事でした。考

案者のロバート J・テーラーは彼の会社を立て直すと

きに創案したとの事で、後に国際ロータリーに採用さ

れ、以降多くのロータリアンの倫理的羅針盤になって

います。 

さて、それにちなんだ今日の本題ですが、多くの著

名人がロータリアンであったことは皆様も知るところと

思います。 

私はロータリークラブに入会して “4 つのテスト” を
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知り、かつて（確か…学生時代に）読んだ本の一説を

思い出しました。 

そこで初めて、アメリカ第 35 代大統領ジョン F ケネ

ディとロータリークラブとの接点を確信しました。数々

の名スピーチを残したケネディ大統領ですが、大統

領選挙が終わり、1961年 1月 9日出身のマサチュー

セッツ州々会議でのお別れのスピーチ。それをご紹

介したいと思います。 

“第 1 にわれわれには真の勇気があったか。 その

勇気とは単に敵に対するものでなく、必要とあらば仲

間に対しても立ち向かうことのできる勇気であり、公の

プレッシャーだけでなく、私的な欲望にも立ち向かえ

る勇気である。 

“第 2 にわれわれは真の判断力があったか。 未来

と過去を真正面から見つめ、自らの過ちを認め、自分

たちの知識の限界を知り、それを認める英知があった

か。 

“第 3 にわれわれは真の尊厳があったか。 自らの

信念を貫き通し、人々の信頼を裏切らなかったか。政

治的野望や金銭意欲のために神聖なる任務を汚さな

かったか。 

“最後にわれわれは真に国家に献身したか。 名誉

を特定の人間やグループに妥協せず、個人的恩義

や目的のために道を曲げず、ただひたすら公共のた

め、国家のために身を捧げたか。勇気、判断力、尊

厳、そして献身･･･これら 4 つの要素が私の政権の活

動の基準となるであろう。」 

「多くを与えられている物には多くが要求される。そ

していつの日か、歴史という高貴な裁きの場で、われ

われが国家に対するつかの間の奉仕においてどれ

だけの責任を果たしたかが問われることになろう。 

その時、【四つの疑問】に対しわれわれがどう答える

かで審判が下されるだろう。 

ロータリーの倫理的羅針盤 “4つのテスト” になぞら

れている気がしませんか？このように日々唱和をして

いる我々の心にいつの間にか染み込み、言葉になり

行動になる。私はこれからも “4 つのテスト” を行動

規範として大切にして行きたいと思います。 

最後に余談ですが、ご存知の通りケンタッキー・フラ

イド・チキンのカーネル・サンダースもロータリアンでし

た。そして彼はかつては私と同じ P 社のエージェント

でもありました。ちなみに 44 代アメリカ大統領はバラ

ク・オバマ。現 45 代はトランプさんです。次年度須賀

さん！いい意味で大改革を宜しくお願い致します。と

いう事で本日の挨拶とさせて頂きます。 

 

幹事報告 

 

大濱裕広 幹事 

皆様、こんにちは。お客様ようこそ。本日もよろしく

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） 

・地区大会実行委員会より地区大会のご協力のお願

いが来ております。ホストクラブとして皆様のご協力

をお願いいたします。 

・11 月 9 日（土）11 時半よりロイヤルパインズ浦和 2

階こぶし・つつじにおきまして地区大会各種委員

会が開催されます。当クラブより小宮山会長が出

席予定でございます。 

・11 月 9 日（土）午後 1 時より越谷コミュニテイ―セン

ターにて地区大会本会議場設営のお手伝いの協

力依頼が来ております。松崎会員、高橋会員、伊

藤会員、櫻井会員の 4名にお願いいたしました。 

・11 月 10 日（日）10 時半より越谷コミュニティーセン

ター本会議受付、ご来賓の誘導のお手伝いの
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依頼が来ております。（事務局 杉山さん対応） 

 ・11 月 10 日（日）地区大会本会議には当クラブ全

員登録しておりますので越谷コミュニティーセンタ

ーに午前 9 時に皆様お集まりいただきますようよろ

しくお願いいたします。 

2．ロータリーリーダーシップ（RLI）パート 2 のご案内

が届いております。該当される方には是非、ご出席

の程、宜しくお願いいたします。 

3．ガバナー月信、「地区のあゆみⅢ」追補版配布の

ご案内です。皆様のメールボックスに入れておきま

す。 

4．千葉県台風 15 号災害義援金のご協力のお願い

が来ております。 

（クラブより） 

1．地区大会の登録料 46 名分をお振込みいたしまし

た。 

2．越谷RC，越谷東RC様の 10月度のプログラムが

来ております。掲示板に貼っておきますのでご確認

ください。 

3．越谷東ロータリークラブ様より第 18 回越谷市高校

野球大会のご案内が来ております。日時は 11月 3

日午前 8 時より、越谷市民球場で行われますので、

皆様のご参加、よろしくお願いいたします。 

4．ボーイスカウト越谷第 6 団様より補助金のお願い

がきております。社会奉仕委員会でのご対応お願

いいたします。 

5．ポリオデー奉仕活動の案内を送りましたので皆様

のご返信をお願いいたします。当日は午後 4 時に

越谷駅東口高橋ビル 5階にお集まりください。 

以上幹事報告でした。 

 

 

 

 

 

 

お客様挨拶 

 

  IR第 2770地区第 8グループ 

 ガバナー補佐 新井 進様 

新井様には、ポリオデーの参加協力のご依頼と、

ポリオ撲滅の意義を熱く語って頂きました。 

 

 

3分間ロータリー情報 

 

川島 徹 会員 

皆様こんにちは。今回の 3分間ロータリー情報は、

新潟南 RCの長谷川厚史さんのお話をご紹介させて

頂きます。 

「地区を超えた野球大会、14年」 

1959年創立の新潟南RCは、今年 60周年を迎え

ます。創立時からの社会奉仕活動として、児童自立

支援施設・新潟県新潟学園への支援活動を行ってき

ました。学園の子どもたちと一緒に野球をするなど支

援を続ける中で始まったのが、新潟南 RC野球同好

会です。クラグ会員数 105人（女性会員 3人）中、同

好会々員数は 32人（女性 2人）。月 2～3回の練習
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や試合、遠征など、和気あいあいと活動しています。 

さる 5月 24～25日には、「第 14回ロータリー手を

つなごう北関東野球大会」を開催。この大会は第

2820地区（茨城県）の日立北 RC、第 2840地区（群

馬県）の伊勢崎中央 RC、第 2550地区（栃木県）の

鹿沼 RC と当クラブの 4 クラブによる親睦野球大会で

す。今年で 14回目となり、1日目の前夜祭、2日目の

野球大会で大いに親睦を深めました。 

この大会が始まったきっかけは、ロータリー100周

年を記念して始まった「グレン&千杯ロータリー選抜

野球大会」（現在はさらに「田中作次旗」の冠も付く）

の第 2回大会（神宮球場で開催）時のことでした。鹿

沼RCからのお声掛けで参加したのですが、「近隣県

で野球大会をしましょう」という話が持ち上がったのが

発端で、それから 14回を重ねるまでになりました。 

この 4県（4地区）は、くしくも約 50年前までは同一

地区（355 地区）という不思議な縁があります。野球を

通じた親睦がますます盛んになる事を祈念していま

す。 

我々越谷北 RC野球同好会も、おかげさまで創部

2年となりましたが、野球を通じてこのような親睦の深

め方もあるのだなと改めて感じました。これからも親睦

を深めて行き、ゆくゆくは何かしらの形で社会奉仕活

動や会員増強に繋げて行けたらと思います。 

 

雑誌記事紹介 

 

IT推進委員長 近藤 慎悟会員 

侃侃諤諤（かんかんがくがく） 

「例会の服装、どうしていますか？」 

※ロータリーの友 10月号より抜粋 

 ロータリーの友に侃侃諤諤（かんかんがくがく）

という新コーナーがあります。このコーナーは「他

のクラブはどうしているのだろう」「これって、ロ

ータリーの常識なの？」といった素朴な疑問を議

論するコーナーです。 

 10 月号では、「例会の服装、どうしています

か？」という事で、各クラブの意見が載っており

ますので、抜粋させて頂きます。 

■スーツ派 

東京保谷（ほうや）RC 田中さん 

 『長老の言葉が忘れられず…週 1日くらいはネ

クタイを締めてキリっとした生活を』 

新会員には、他クラブ訪問や地区大会など対外

的なロータリーの会合に出席するとき、またガバ

ナー公式訪問を迎えるときは、ネクタイとスーツ、

加えてロータリーバッジを忘れないようにと勧め

ている。ただし、クールビズなるものが出現して

からは、ノーネクタイで上着着用が主流になり、

場合によっては上着なしもバッジなしも可能とい

うことになった。が、これだとロータリアン以外

の人との区別が全くつかなくなった。 

 近頃では略装が当然となり、入金は少なくなり

つつある。時の流れに合致して良いと思うし、あ

えて異議を挟むつもりはない。まさしく現代流行

語の「多様性の時代」であり、ロータリーも例外

ではないと思うが、どうであろうか。 

富山 RC 木本さん 

 『基本はスーツ。汚れる作業服で参加するのは

躊躇します』 

 私は例会出席の際は、基本的にスーツで参加し

ています。就業中は作業服ですが、現場作業にも

着ていくので、さすがに汚れてしまう作業服で例

会に参加するのは躊躇します。 

 私の所属する富山 RC では、他の皆さんもスー
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ツで参加しています。ただ、夜間例会や特別な例

会には、和服で参加される会員もいます。特にス

ーツで参加しなければいけない、ということはな

いと思いますが、「ロータリーバッジは着けよう」

という声が出てきています。 

■服装自由派 

海南東 RC 寺下さん 

 『約 10 年前から服装自由。スーツ・ネクタイ

は海外では違和感がありました』 

 所属する海南東 RC は、あらかじめ指定された

例会以外は「服装自由」です。私の入会当時はジ

ャケット、ロータリーバッジ着用が必須でしたが、

国際大会や海外の例会に出席した時など、スーツ

にネクタイ姿は私たちだけで、とても違和感があ

りました。 

那覇西 RC 豊村さん 

 『夏場を乗り切るには、かりゆしウェアがもっ

てこいですよ』 

 所属する那覇西 RC では、例会の服装は基本的

に本人任せである。スーツやジャケットはもちろ

んのこと、時には、仕事現場などから直行の場合

の作業着でも構わず、ロータリアンとして見苦し

くなければ、特に規定などは設けていない。 

スーツ派と自由派で 2クラブずつ抜粋しました

が、スーツ派に関しても時代の変化や多様性を認

めていて、厳しい事を話しているわけではないの

が印象的でした。また、紹介しなかったクラブも

含め、スーツ・ネクタイの議論というよりは、重

要視しているのは「ロータリーバッジ」を着ける

かどうかなのだと思いました。 

 

 

 

 

 

 

委員会報告 

地区大会実行委員会 ： 堀野眞孝 実行委員長  

皆様こんにちは！堀野でございます。 

今年度、地区大会実行委員長という大役を仰せつ

かり大変な緊張と重責を感じている今日この頃であり

ます。 

過日の地区大会記念ポリオ撲滅チャリティーゴルフ

コンペにご参加いただいた皆様には誠にありがとうご

ざいました。お陰様で晴天無事盛大に終えることが出

来ました。表彰パーテイーの最後までお残り頂きまし

て本当にありがとうございました。 

さて、来る 11 月 9 日（土）10 日（日）には今年度、

小林ガバナー年度の最大のイベントである第 2770

地区大会が開催されます。当然のごとく越谷北クラブ

が地区大会のホストクラブでありクラブを挙げて設営・

運営したいと思います。大会一日目の浦和パインズ

ホテルに続きまして、大会メインの二日目は南越谷の

コミュニティーセンターで開催されます。会員の皆様

方におかれましても大会二日目の 11月 10日（日）は

是非とも一人でも多くの会員の皆様にご参加いただ

きますようお願い申し上げます。 

ご承知の通り、小林 操ガバナーはエレクトの段階

から「ポリオ根絶」を誰よりも強く訴え続けております。 

一にも二にもポリオ根絶、ポリオ根絶であります。ガ

バナー公式訪問においても訪れた多くのクラブの皆

様にポリオ T シャツを着用してお迎えを頂いておりま

す。 

そして、10月 24日のポリオデーにも 2770地区内

の各クラブ会員の皆様にはポリオTシャツを着て様々

なイベントを開催していただく予定になっております。 

そこで皆様方に更にお願いでございますが、11 月

10 日（日）の大会二日目の越谷コミュニティーセンタ

ーには、「END PORIO NOW」の この赤いポリオ T

シャツを着てきていただき 2770地区内の会員を迎え

たいと思います。 

2770 地区内の総勢のロータリアンが一同に集い、
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当日は会場内外のいたるところでポリオ根絶のポスタ

ーと皆様に着てきていただくポリオ T シャツで会場を

真っ赤にしてポリオ根絶一色にしていただきたいとい

うのが 、小林ガバナーたっての強い強い思いであり

ます。 

何卒、その趣旨と思いをどうかご理解・ご賛同・ご協

力をいただき一人でも多くのご参加を何卒よろしくお

願い申し上げます。 

尚、大会の最後には大懇親会も開催しますので、

ホストクラブである当北ロータリークラブ会員の皆さま

には 大懇親会の最後までお残りくださいますよう何

卒重ねてお願い申し上げます。 

何卒宜しくお願い致します。 

 

 

米山月間卓話 

 

元米山奨学生 常 安琪様 

近況報告 

皆さん、ご無沙汰しております。1 年ぶりに、また新

しい会場で皆さんへご報告させていただいて、時間

が早いなと思います。今回米山月間でここで報告さ

せていただいて、誠にありがとうございます。 

この一年間は出張で、多くのところを回ってきまして、

去年と同様、サウジアラビア、ドバイ、トルコ、あと、中

国も 3 か月 2 回ぐらい出張に行っております。でも今

年は会社の政策でフィリピンも多くいってきました。先

週一週間でフィリピン DAVAO にある日本人会 100

周年のビジネスツアーに行ってきて、昨日帰ってきま

した。 

では、今年私が経験してきた新しいことについてご

報告させていただきます。 

先にみんな知っている情報ですが、フィリピンは今

アジアでは GDP 成長率が非常に高い国であり、各

国からの投資がどんどん増えてきました。そのなかで、

パックウエルグループはフィリピンの南にあるDAVAO

市に進出することが決まりました。私は設立メンバー

の一人として、最近 DAVAOへ多くいってきました。 

DAVAO は経済特区 PEZA があり、日系企業受け

入りの準備が整えています。フィリピンは労働力が集

まりやすく、特に DAVAO は日系大学がありまして、

日本語を話せる人が多いです。先週出張の時でも、

研修生を面接して、女性 4 人、男性 2 人の研修生を

採用しました。人件費は日本より安く、さらにセブより

も安い。日本企業にとっては、今年DAVAOにある日

本人会が 100 周年を迎えてきましたので、日本との

つながりがかなりふかい。 

その中で、うちは ANFLO という PEZA ZONE を

選びました。場所は DAVAO 市から 23 ㎞のところに

あり、空港からも 21㎞しかありません。さらに港と車 3

分の距離。 

うちの敷地、1.6 ヘクタールで、1 期は半分の敷地

を使って、工場と倉庫、オフィスを建てる予定です。

今年の 4 月末、パックウエルの八潮工場で契約を結

びました。 

では、これから一年間、DAVAOで経験したことをご

紹介させていただきたいと思います。 

6 月に DAVAO ICON に出展しました。10 月に

DAVAO にある日本人会 100 周年のビジネスセミナ

ーに参加し、出展しました。今回のビジネスセミナー

では、弊社の敷地への見学活動が行われまして、そ

こで会社の代表として当地の新聞にインタビューをさ

れました。 



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 
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いままで紹介したこと、皆さんはロータリーと直接関

係がないのではないかと思われるでしょう。しかし、私

は中国人として日本企業で働いて、世界各国の会社

とビジネスをできる、このすべての原点はロータリーで

あり、米山奨学金であります。ここの皆さんと知り合っ

て、ここで勉強したことを活用して、今の仕事ができる

ようになりました。これからも新しい仕事、新しい世界

と出会うと思いますが、ロータリーとのであい、米山奨

学金への感謝の気持ちをもって、今後の道を歩いて

いくと思います。 

私の近況報告はこらで終わらせていただきます。ご

清聴ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

   
 

・今月は米山月間ですが、END POLIO ACTION

月間でもあります。10/24の募金活動、そして

10/27の市民まつりでのパフォーマンスと 2日間と

なりますが、皆様よろしくお願いします。 

                          新井進様 

・新井ガバナー補佐、本日はご来訪ありがとうござい

ます。キキさんお久しぶりです。    小宮山大介 

・第 8グループガバナー補佐 新井様、元米山奨学

生 常 安琪様ようこそ。本日もよろしくお願いしま

す。-                      大濱裕広 

・新井ガバナー補佐、いらっしゃいませ。 

 常 安琪様、卓話よろしくお願いします。 

会田謙二 青木 清 岡﨑 勲 大熊正行 

木村二夫 髙 瑠美子 佐藤 要 鈴木英男 

松﨑義一 宮崎敏博 

・本日はよろしくお願いします。        松井昭夫 

・先週の結婚記念日のお祝いありがとうございます。

地区大会、ご協力頂きますよう、宜しくお願い申し

上げます。                   堀野眞孝 

・市民まつりが近づいて参りました。皆様よろしくお願

いします。太田会員にスマイル記入用紙をたくさん

作って頂きました。太田会員自ら印刷、裁断してく

ださっています。しかも無償です。社会奉仕委員会

として心からお礼申し上げます。ありがとうございま

す。                       伊藤 純 

・一昨日の地区大会ゴルフ参加の皆様、早朝よりお

疲れ様でした。         須賀篤史 渡辺裕介 

・17日から 11月 3日まで海外出張でお休みします。

本日早退します。               浅野目猛 

・本日早退します。        江口公晴 髙橋陽一 

 

 

出席報告 

会員数            46名 

出席免除者欠席       3名 

出席者            35名 

欠席者            11名 

出席率          81.4 % 

 

 

 


