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皆様こんにちは。本日の例会はガバナー公式訪問

本日のお客様

として小林 操ガバナーをお迎えして開催出来ますこ

国際ロータリー2770 地区ガバナー
地区幹事

小林 操 様

とに感謝申し上げます。小林ガバナーは第 2770 地

宮崎敏博 様

区 74 クラブすべてを訪問され、所属の我が越谷北ロ

第 8G ガバナー補佐

新井 進 様

ータリークラブがガバナー公式訪問の最終帰港地と

第 8G ガバナー補佐幹事

森田 隆 様

して選ばれていることを誇りに思います。小林ガバナ

地区副幹事

松井昭夫 様

ー本日はどうぞよろしくお願い申し上げます。さて、今

米山奨学生

ドリス さん

週末は友好クラブの浪江ロータリークラブの 50 周年

青少年交換留学生

サミュエル 君

式典に小林ガバナーはじめ、沢山の会員の皆様と参

8．卓話「国際ロータリー2770 地区ガバナー小林 操」

加をさせて頂きます。

9. 出席報告

そこで、今日は短い時間で我がクラブの歴史の 1

10.第４回クラブ協議会
第 2125 回例会

ページの浪江 RC との係わりをご紹介したいと思いま

11 月 30 日（土）

す。当時の幹事、小林光則会員からお聞きしました。

浪江 RC 創立 50 周年祝典 (J ヴィレッジに於いて)

時は 1995～1996 年度、小河内梅幸会長（当時 52

次回例会案内

歳）小林光則幹事（当時 43 歳）

１２月１1 日 年次総会

1996 年 5 月の 20 周年記念式典の席で調印された
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そうです。きっかけは元会員の山口正美様の出身が

・高校生海外研修派遣団員の募集について、本年度

隣の双葉町だったことが発端だったようです。そして

韓国 3750 地区への派遣費用ですが、70,000 円

原発が有り強固な土地であるだろうから、関東に大地

から 75,000 円に訂正となり、クラブの負担額は 1

震が来た時には避難地として最適だろうと云う意味も

名 35,000 円から 40,000 円となりました。

含め友好が結ばれたそうです。

・また、韓国訪日団ホームステイ依頼のお願いが来て

新しい会員の中には、そのエピソードをご存じない

おります。当クラブも 3 名の獨協インターアクトの学

方もいるかと思い、本日は会長挨拶としてこのお話を

生を派遣いたしますので、近日中に、青少年奉仕

させて頂きました。

委員会より、募集の予定です。皆様のご協力、よろ

本日もよろしくお願い致します。

しくお願いいたします。
・10 月台風 19 号災害義援金のご協力のお願いが来
ております。福島県、長野県、宮城県お 1 人様各

幹事報告

500 円の 1,500 円のご協力をお願いいたします。
・また、沖縄、首里城火災に対する支援金のお願いも
併せてお 1 人 1,000 円のご協力のお願いが来て
おります。
・第 7 回日台ロータリー親善会議福岡大会の案内が
来ております。日時は 2020 年 3 月 6 日（金）10 時
よりホテルニューオータニ博多にて開催されます。
（クラブより）
・越谷東、南、中クラブ様より 11 月 12 月のプログラム

大濱裕広 幹事
（地区より）

が来ております。

・地区ローターアクトより第 31 回地区年次大会開催

・渡辺パストガバナーから先日の地区大会のお礼が

の案内が届いております。日時は令和 2 年 1 月 19

来ております。

日（日）12 時 30 登録 1 時点鐘です。

・世界ポリオデー10 月 24 日にて第 8 グループで集
めました募金 124,000 円は 5 クラブ均等割り

・地区大会実行員会様より地区大会のお礼が届いて

24,800 とさせていただいて地区への報告をさせて

おります。
・ガバナー月信 原稿協力のお願いが来ております。

いただきます。

各クラブ会員様の職場紹介 1 名以上の投稿で来

・本日、ガバナー公式訪問です。例会終了後、第 4

ております。

回クラブ協議会ですので皆様よろしくお願いいたし

・第 32 回インターアクト協議会及び韓国訪日団歓迎

ます。

会のご案内が来ております。日時は令和 2 年 2 月
16 日（日）9 時半登録です。
・ブライダル委員会様より友愛の広場参加募集のお
願いが来ております。日時は 12 月 8 日（日）4 時半
受付です。各クラブ様より 1 名以上の推薦者をお
願いしますとのことです。
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お客様挨拶

親睦委員長 大島 直幸
第 8G ガバナー補佐

新井 進 様

12 月 20 日（金）小宮山年度家族同伴クリスマス例

第 8G ガバナー補佐幹事

森田 隆 様

会を開催いたします。本日皆様に FAX します。大勢

地区大会では、お疲れ様でした。第 8G 一丸となり。

の方の参加お願いいたします。

ホストクラブである北クラブの皆様の協力で大盛況で

卓 話

大会が成功に終わりました。本日のガバナー公式訪
問でも宜しくお願い致します。

委員会報告

国際ロータリー第 2770 地区ガバナー 小林 操様
2019‐20 年度第 2770 地区ガバナーの小林 操
です。どうぞ１年間宜しくお願い申し上げます。クラブ
地区大会実行委員長 堀野 眞孝

公式訪問は、会員の意欲を高めクラブを支援すること

地区大会幹事 大熊 正行

が主な目的ですが、先ず国際ロータリーのテーマ、

地区大会では、皆様のご協力で成功に終わりまし

現状、地区テーマ、方向性等についてお話をして行

た。パストガバナーの方や他のロータリーの方から良

きたいと思っています。
2010‐20 年度国際ロータリーのマーク・ダニエル・

かったと言われました。特に大熊地区大会幹事には、

マローニー会長はテーマとして、「Rotary Connects

段取りまとめなど有難う御座いまし

the World （ロータリーは世界をつなぐ）」としました。
これはロータリーのビジョンに沿ったもので、「私たち
ロータリアンは、世界で、地域社会で、そして自分自
身の中で、持続可能な良い変化を生むために、人び
とが手を取り合って行動する社会を目指しています」
としています。ロータリアンは行動人であり、インスピレ
ーションと変える力を持っています。そして、ロータリ
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ーを通じて世界で、地域社会で、職場上の機会で、
支援を必要としている人々と「つなが」っています。国
際ロータリーはこのビジョンのもと、戦略的優先事項、
年次目標が示され、ロータリーの将来への道標を明
らかにしています。
ロータリーは変化を促し、成長しています。日本の
多くのロータリアンは、これはロータリーではない、と
いう話を聞きます。しかし皆さん、外を、世界に目を向
けてください。国際ロータリーは柔軟性を助長し、開
かれ、多くの人々に近づき、世界を変える行動人にな
ることを求めています。
ロータリーでは、ポリオ根絶活動はすでに 30 余年
になり、多くのイベントを開催し寄付を続けて来ました。
99.9％まで発症が減り、あと少しまで成果を上げてき

・本日は、小林ガバナーはじめ皆様ご来訪有難う御座

ましたが、最後の最後がいまの現状です。ロータリア

います。本日は、宜しくお願い致します。

ン一人一人の気持ちが大きな力になり、ロータリーの

小宮山大介

レガシーを作るはずです。

・本日は、第 4 回クラブ協議会宜しくお願い致します

2019-20 年度、想いを行動に、「ポリオ根絶活動か

大濱裕広

らクラブ活性化へ」を地区方針とさせて頂きました。自

・小林ガバナー本日の公式訪問宜しくお願い致しま

分がポリオ患者であり、その痛みを、そして貧困から

す。

劣悪な環境の中、運悪く障害を背負った子供たちを、

市川洋和

伊藤 純

大熊正行 岡崎 勲

親の気持ちを、それを思えば、感じれば、そしてロー

木村二夫 高瑠美子 須賀篤史 鈴木英男

タリアンなら、何もしない選択肢はありません。障害に

関森初義 高橋忠克 深野秀樹 堀野眞孝

対する同情をお願いするのではありません。世界を

本間睦人 松井昭夫 松崎義一 宮崎敏博

支える子供たちのために少しでも多くの人たちに理

渡辺裕介

解され、根絶すれば、ポリオに罹った人たちは、もち
ろん、世界のお母さんに安心を与えることができま
す。

出席報告

この想いを地区のロータリアンと共有したい。愛す

46 名

る人、愛する子供のためにこの人道的活動はピタッリ

会員数

です。クラブで、ポリオを学び、貧困を考え、社会的

出席免除者

価値を計り、心が一つになれば、自然とクラブは活性

出席者

36 名

化されるでしょう。

欠席者

7名

皆さんのクラブは何をしますか。10 月 24 日世界ポ

出席率

3名

83.7%

リオデーの参加に御礼申し上げます。
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第 4 回クラブ協議会

ガバナー挨拶
クラブ協議会開始

各委員会の発表
司会 大濱幹事

小宮山会長 挨拶
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ガバナーに質問など充実したクラブ協議会

マーク・ダニエル・マローニー

新井ガバナー補佐の講評

ガバナーから青少年交換留学生などを受け入れる

閉会の挨拶 須賀エレクト

にあたり、注意すべき事柄などの指摘が有りまし
た。
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今日のこの日を迎えたことに賛辞を申し上げます。
私は子供のころ、ポリオに掛かりました。それ以来、
障害者として、ある面でハンディキャップを負わされま
した。私の母は誰でもあるのだよ、といつも私を励まし
於いて
第 2125 回例会

J ヴィレッジ

ていました。ですから、勿論、我慢も沢山ありましたが、

令和元年 11 月 30 日

人に負けないと言う気持ちは人一倍強いと思います。
末は博士か大臣か…ではなく友達には負けたくなっ
た。そういう私は、いまロータリーのガバナーです。
苦労すると成長する。ロータリークラブも同じです。
浪江 RC のクラブ維持のご苦労は一言では言えず、
繰り返しになりますが、今日この日、50 周年を迎えら
れたことは、必ず近い将来、活性化された効果的なク
ラブ、第 2530 地区を、日本を、リードするクラブにな

小林 操 国際ロータリー第 2770 地区ガバナー

ることは間違えありません。
祝辞ではなく激励になってしまいましたが、浪江 RC

こんにちは、只今ご紹介にあずかりました国際ロー
タリー第 2770 地区ガバナーの小林 操です。

の今後に、ご期待を申し上げ、簡単ですがご挨拶とさ

本日は、浪江 RC 創立 50 周年記念式典を、このよ

せて頂きます。本日はおめでとうございます。

うに多くのお客様をお迎えし、開催できたことに敬意
を表し、お祝い申し上げます。誠におめでとうござい
ます。
私は浪江 RC の姉妹 RC、越谷北 RC の会員で、
浪江 RC とは多くの思い出がありますが、その経緯等
は、後程、須賀会長エレクトからお話があると思いま
す。
改めて、第 2530 地区浪江ロータリークラブの創立
50 周年おめでとうございます。50 年と言えば半世紀、
日本のロータリーの歴史の半分、50 にして天命を知
る等々、お祝いの言葉はたくさんあると思います。
ガバナーを輩出している浪江 RC の今日までのご
苦労は、言い尽くしがたいものがあると思います。何
を指して苦労とは敢えて言いませんが、ある日から、
例会の開催はもちろん、事務局の資料も持ち出せな
い等々、当時の会長幹事は途方に暮れたことでしょう。
ロータリー以前に、個人の生活を守らなければなりま
せん。個人の生活を守り、ロータリーを守ったことは、
浪江 RC の纏まり、つながり、絆が、如何に強いか、
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バー17 名で参りました。
本日の式典は浪江ロータリークラブにおかれては、
単に慶賀（けいが）すべき周年記念に止まらぬ大きな
意味・意義を持つ節目であり、参加させていただいた
私達にとっても浪江ロータリークラブの歴史に組み込
まれる忘れ難い日となることでしょう。
結びとなりますが、浪江ロータリークラブのさらなる
小林 操 第 2770 地区ガバナー（写真中央）

発展と、会員・ご夫人皆様のご健康とご多幸を心から
お祈りしつつ、お祝いの言葉とさせていただきます。

須賀篤史 会長エレクト

懇親会の風景

越谷北ロータリークラブ 会長エレクトの須賀でござ
います。
本日、当クラブの会長は体調不良のため急遽欠席
となりましたので代わりにご挨拶させて頂きます。
浪江ロータリークラブの皆様、創立 50 周年おめでと
うございます。越谷北ロータリークラブ会員一同を代
表致しまして心よりお祝い申し上げます。
また、このような晴れ晴れとした記念式典にお招き
いただきまして厚く御礼申し上げます。

記念写真（会員集合写真）

50 年は非常に永い年月であり、その間には様々な

記念講演

困難もあったかと思います。

黒川 清 氏

先の震災において大きく被災されて早 8 年、一歩

政策研究大学院大学、東京大学名誉教授

ずつ前へ進み、このような記念すべき式典を挙行（き

演題 「日本の課題」

ょこう）されたのは、歴代会長様をはじめ会員皆様の
努力の賜物と存じております。

友好クラブ

振返りますと、貴クラブと私共越谷北ロータリークラ

越谷北ロータリークラブ
喜多方ロータリークラブ

ブとの友好は来年で 25 年となります。 このような素

白河ロータリークラブ

晴らしい皆様との絆を私達は誠に誇らしく思っており

新潟ロータリークラブ

ます。本日はその想いとお祝いを伝えようとクラブメン
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