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会長卓話 

 

須賀 篤史 会長 

皆様こんにちは。本日も ZOOMによるリモート例会

となりますが、多くの出席に感謝いたします。 

また、本日は友好クラブである浪江RCの増子会長

をはじめ、3 名の方がリモートにてご参加くださってお

ります。昨日増子会長と電話でお話ししましたが、浪

江クラブさんも月 2 回の例会を開催しておられるそう

です。後ほどご挨拶を賜りたいと思います。 

また、越谷南RCの中内直前会長もリアルにご参加

してくださいました。同じく後ほどご挨拶を賜りたいと

思いますのでよろしくお願いいたします。 

長かった梅雨もやっと明けまして、夏真っ盛りとなっ

て参りましたが、新型コロナウィルスの感染は依然とし

て拡大しており、さらに今後は熱中症も気にしなくて

はなりませんね。 

今やもう知らない人はいないかと思いますが、水分

補給においては水だけでなく糖分、塩分も摂るように

して下さい。特にこの時期にゴルフなどに行かれる方
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は十分お気を付けください。 

ちなみにこの経口補水液、皆さんご存じかと思いま

すが、普通のスポーツドリンクに比べ塩分が入ってい

るためしょっぱいです。もし、これを飲んでしょっぱい

と思わずに美味しいと感じた場合は要注意です。熱

中症になりかけています。たくさん飲んでいただけた

らと思います。ビールでは水分補給はできませんの

でくれぐれもご注意ください。 

さて、先々週の例会で年度計画書が出来上がった

と申し上げました。私と関幹事と酒井出席会場委員

長とで手分けして皆様のお宅にお配りいたしましたが

ご覧になっていただけたでしょうか。 

今年はクラブ活動の紹介も掲載させていただきまし

た。85ページですのでご一読下さい。 

本来ならば、今頃はジュニア甲子園が白熱してい

る頃なのですが、残念ながら今年度は中止となってし

まいました。この先も継続事業や行事など、中止も予

想されますができることを工夫しながらやっていくしか

ないと思いますので引き続き皆様のご協力をお願い

いたします。 

また、例会においてですが RI より、リモートとリアル

のハイブリッド形式にて行うようにと言われております

のでこれからもこのような形が続くと思います。よろしく

お願いいたします。 

また、近藤会報委員長に頑張ってもらい、北クラブ

の YouTubeチャンネルが開設されました。 

皆さま、ぜひチャンネル登録並びに「イイね」をお願

いします。 

ゆくゆくは広告収入があるような登録者数になって

クラブが潤ってくれればとは思いますが、まぁ夢のま

た夢ですね。また、これは検討段階ですが例会に参

加できなくても YouTube 動画をみて感想文なりを提

出することでメーキャップカードを発行できるような仕

組みもできないかなと思っております。 

どこにいても参加できるようになったこんな機会だ

からこそ、出席率はあげたいと思っております。 

これも、今年度の RI テーマにある「新しい扉を開

く」ことになればと思っております。 

さて、今月は会員増強月間ということで8月10日に

私と市川増強委員長とで会員増強セミナーへ参加し

てまいります。2770地区では世界基準を目指し、「全

体の 10%は女性会員を」と言っておられます。ですが、

先週の会長幹事会におきまして、このコロナ渦にお

いて、なかなか会員増強は厳しいので維持に重点を

おくようにと申されておりました。 

詳細は、また後日セミナー参加後に報告をするかと

思いますのでよろしくお願いいたします。 

 

幹事報告 

 
関 雄二郎 幹事 

（地区より） 

・地区インターアクトクラブ活動現況調査アンケートの

依頼がきております。返信日時は 8月 18日（火）ま

でとなっております。 

・ブライダルサポーター会議の開催の案内が来ており

ます。8月 30日、埼玉共済会館にて 10時から 12

時まで開催されます。コロナ禍ですので、オンライ

ン形式・ハイブリット形式の場合もありますので案内

が入り次第担当委員長へお知らせします。 

・2019-2020年派遣学生 ZOOM帰国報告会のお知

らせが届いております。9月 27日（日）15時より開

催されます。 

・記念切手「日本のロータリー100 周年」発行のお知

らせが届いております。発売日が 9月 18日。 

ロータリー以外の一般の購入も考えられますので、
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地域の郵便局に早めにご予約されることをお勧め

します。 

（R財団より） 

・確定申告用領収書が届きました、該当者の方はメ

ール BOXをご確認ください。 

該当者：会田謙二・長谷川真也・星野敦鋭・今井英

治・小林光則・小宮山大介・近藤慎悟・大濱裕広・

岡﨑勲・酒井新樹・櫻井保彦・渡辺裕介・小林操 

・8月のロータリーレートは 105円になります。 

（クラブより） 

・越谷中RC8・9月の例会案内が届いておりますので、

メーキャップなど予定がある方は事務局までお問

い合わせください。 

・前期分年会費現在の内訳としては、財団米山寄付

金含む￥197,000 ご入金いただいた方は 26 名、

通常の￥150,000 をご入金いただいた方は 14 名

です。まだの方は出来るだけ 8 月末日までにご協

力お願いいたします。 

・米山奨学生、陳詩楽さんへ 8月分の奨学金をお支

払いしました。 

・7月度理事会の決定事項をかいつまんで説明し

ました。 

 

 

米山奨学金 受渡し 

 

米山記念奨学生の陳設楽さんに米山奨学金が渡

されました。 

 

結婚記念・誕生日祝い 

（結婚記念） 

髙橋 陽一 会員 ・ 市川 洋和 会員 

 

（誕生日祝い） 

太田 靖彦 会員 ・ 岡﨑 勲 会員 

大濱 裕広 会員 ・ 須賀 篤史 会員 

 

お客様挨拶 

 

浪江ロータリークラブ 増子 義夫 様 

 皆様こんにちは。2020-2021年度浪江ロータリーク

ラブの会長を仰せつかりました増子義夫と申します。   

本日は、越谷北ロータリークラブさんの ZOOM例

会に参加をさせて頂きまして大変ありがとうございま

す。 

須賀会長をはじめ、皆様方には日頃より大変色々

とお世話になっておりますので、本来であれば、会場

まで馳せ参じて色々と御礼を申し上げるところでしょう

けども、コロナ禍の現状でございますので、このような

形で取り急ぎ御礼を申し上げさせて頂きたいと思って

おります。 

 まず初めに、昨年 11月 30日に浪江ロータリークラ

ブの 50周年記念事業実施に際しましては、越谷北ロ

ータリークラブの小宮山直前会長をはじめ、多くの会

員の皆様、2770地区ガバナーの小林操様にもご参

加を頂きまして、非常に内容の充実した、思い出に残

る 50周年が実施できましたことを改めて御礼を申し

上げたいと思います。大変ありがとうございました。 

 浪江ロータリークラブも、月に1度しか例会を実施で
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きていない状況でございます。来年 3月 11日で震災

からまる十年という節目の年を迎えるわけなのですが、

会員の事業所は県内各地に分散しておりまして、な

かなか例会を毎週実施できるまでの環境には戻って

おりません。そのような中ですが、各会員が積極的に

隔週例会の参加、あるいは事業に熱意をもって取り

組んでいただいております。 

今現在、4名ほど退会をしましたが、そのあとすぐ

に 2名が加入して 45名で進めております。 

今年も浪江ロータリークラブとして、地域に少しでも

役立つような活動ができればということで努めていき

ます。今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうご

ざいました。 

 

浪江ロータリークラブ 吉田 政輝 様 

 皆様、大変ご無沙汰しております。浪江ロータリーク

ラブの友好担当委員長を今年も仰せつかりました吉

田でございます。まずもって昨年開催されました浪江

ロータリークラブ 50周年では、多くの皆様にご参加を

頂きまして本当にありがとうございました。また、8月に

RI会長が相双地区を訪れる時に、皆様にもご参加を

頂きましたこと、併せてお礼を申し上げます。 

本来であれば、毎年年度当初に越谷北さんの例

会場に参加をさせて頂いていたのですが、今年はこ

のような状況でございましたので会長と相談しました。

せめてZOOMで参加をさせて頂けないかということを

申しましたら、越谷北さんの方からも快くOKを頂けま

して、ありがとうございます。 

明日、浪江ロータリークラブの例会が開催されます。

今日、会長と ZOOM例会に参加したことを伝えたい

と思います。早くお伺いして、例会に参加をさせて頂

きたいと思いますので、今後ともどうぞよろしくお願い

します。ありがとうございました。 

 

越谷南ロータリークラブ 中内 啓夫 様 

皆さん、こんにちは。本日は須賀会長様、関幹事

様、会場にお邪魔させて頂きたいというお願いを快く

承諾して頂きありがとうございました。また、関森様に

はご協力頂きまして、ありがとうございました。加えて、

小林直前ガバナー、宮﨑直前幹事に置かれましては、

クラブ運営に関しまして様々なご支援を頂きましたこ

とを御礼申し上げます。小宮山直前会長、大濱直前

幹事には様々な点でご相談に乗っていただきありが

とうございました。 

越谷南ロータリークラブはリモートに関して積極的

な態度で臨んでおりませんでしたが、7月 30日の理

事会に置きまして、Zoom設置のための IT推進委員

会が設置されました。直前会長の私がご指名を頂き

ましたので、本日はしっかりと勉強させて頂きたいと思

いますので、どうぞよろしくお願いします。 

 
米山奨学生 陳詩楽 様 

 皆さん、こんにちは。奨学金ありがとうございます。

大切に使わせて頂きます。今はコロナの影響で、学

校もオンラインで授業を実施しています。学校は普通
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には入れない状態です。もし学校に入るなら、一週間

ぐらい自分の体温を測って、体温のデータを学校に

送ると許可をもらえます。 

先週は学校からお知らせがあり、来学期もオンライ

ン授業を実施する可能性があるということがわかりまし

た。また、先週は、学校の中間報告会があり、リモート

で今までの研究内容を発表しました。7月の間ずっと

この発表のために色々準備してきたので、問題なく終

わりました。 

来週、夏休みが始まります。もともとの予定としては、

金沢周辺に旅行に行きたかったのですが、コロナの

影響でどこにも行けなくなりましたので、家で論文を

書こうと考えています。 

そして、今週はやっと梅雨あけましたので、皆様は

水分補給をしっかりしてください。熱中症に気を付け

ましょう。以上です。ありがとうございました。 

 

会長卓話 

 

 須賀 篤史 会長 

 コロナ禍での生活の様子を、スライドショーでお話し

頂きました。 

 

愛犬のあんこちゃんと秩父で楽しんでいます。 

 

築地本願寺でお墓参りをしました。 

 

千葉の岩井海岸で楽しみました。 

 

誕生日は手作りケーキを楽しみました。 

 

詳細は YouTube動画をご確認ください。 

【YouTube】 

（須賀年度） 

第 2155回オンライン例会 

 

出席報告 

会員数          44名 

出席者          31名 

※オンラン例会のため出席数のみ掲載 
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※ベルヴィギャザホールで開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長卓話 

 

須賀 篤史 会長 

皆さん、こんにちは。新年度になって初めての顔を

合わせての例会となりましたが、このように多くのご参

加誠にありがとうございます。 

新型コロナウィルスの影響で実に半年ぶりのリアル

例会となりました。暑い日が続いておりますが皆さん

の元気な姿を見て本当にうれしく思います。 

本日と次回の 9月 2日はこちらギャザホールにてリ

アル例会となりますが「3 密」を避けてしっかりと安全

対策を取りながらやって参りたいと思いますのでご協

力をお願い申し上げます。 

 

本日は山﨑ガバナー補佐、小池ガバナー補佐幹

事をお招きして、2 週間後に控えたガバナー公式訪

問前のクラブ協議会がございます。ご存じの通り、昨

年度ガバナー輩出クラブの公式訪問は、翌年地区で

1 番最初に行われます。本来は 7 月 15 日の予定で

したがコロナウィルスの関係で 9月 2日となりました。

新年度初めてとなるクラブ協議会ですのでよろしくお

願いいたします。また、山崎ガバナー補佐、本日はご

指導よろしくお願いします。 

 

■ クラブビジョン声明 

「新たなビジョンを見つけよう」 

さて、こちらに掲示してあるクラブビジョン声明です

が、今年度が始まる前に PETS に参加した際に、中

里ガバナーよりクラブでビジョン声明を掲げ必ず例会

第 2156回 例会記録 

令和 2年 8月 19日 

司会： 酒井 新樹   編集： 近藤 慎悟 

（至：ベルヴィギャザホール） 

 

会次第 

1．点鐘 

2．ロータリーソング 

「君が代」 

「奉仕の理想」 

3．ロータリーの目的 

4．お客様紹介 

（国際ロータリー第 2770地区） 

第 8Gガバナー補佐 山﨑 晶弘 様 

同幹事 小池 和義 様 

（米山奨学生） 

陳 詩楽 様 

5．会長挨拶 

6．幹事報告 

7．お客様挨拶 

8．出席報告 
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上に掲示するようにと言われました。 

ビジョン声明とはクラブにとっての中長期計画を掲

げるという事です。しかし、昨年度にクラブの長年の

目標であったガバナー輩出という大きな目標を達成

した今、次の大きな目標を見つけるのは容易ではな

いと思い、この1年をかけて新しい目標を考えようとい

う事で、このような「新たなビジョンを見つけよう」としま

した。皆さんで考えたいと思いますのでよろしくお願

いします。 

 

■ 『会員増強月間』について 

さて、今月は『会員増強月間』ということですが、先

週に市川増強委員長とオンラインセミナーに参加し

て来ました。後日、市川委員長よりセミナー報告があ

るかと思いますが、講演の中で面白い話がありました

ので少しお話しさせていただきます。未来についての

話でした。鉄腕アトムの生まれた歳は 2003 年なのを

ご存じですか？17年前です。また、映画「バックトゥザ

フューチャー」のパート 2 は未来へタイムスリップしま

すがその未来は 2015年です。科学の進歩は日進月

歩で変貌していますが、さすがにアトムのようなロボッ

トもデロリアンのようなタイムマシンもできておりません

ね。 

また、皆さんこの「り」ってどうゆう事だと思います

か？「了解」ってことだそうです。メールで「りょ」と返す

ことはあっても「り」一文字はないですね。 

10 代の若者は「了解」をメールで「り」と打つそうで

す。確かに了解と 5回打つより「り」ですと 1回で済み

ますよね。 

このように言葉も過去と現在で少しずつ変わってき

ております。これ以上の省略はないと思いますが。

2020 年はコロナの影響もあり変革期と言われており

ます。若い会員を獲得するためには、クラブの良い部

分は残しつつも、少々変わっていかなければいけな

いのではないかと思いました。 

 

幹事報告 

 
関 雄二郎 幹事 

（地区より） 

・ロータリー財団部門オンラインセミナーの案内が来

ております。9 月 5 日（土）13：00 より出席対象者 

は、会長・担当委員長となっております 

・奉仕プロジェクト部門 3部門、同日開催オンラインセ

ミナーの案内が来ております。9月 12日（土） 

 10 時 30分より出席対象者は、会長・担当委員長と

なっております。 

（クラブより） 

・例会終了後、第 1回クラブ協議会が開催されます。 

・9月の例会は、中里公造ガバナーをお招きしてギャ

ザホールにて公式訪問、第 2回クラブ協議会が開催

されます。 

 また、9月 23日は例会場にてオンライン例会となっ

ております。 

 

お客様挨拶 

 

国際ロータリー第 2770地区 

第 8Gガバナー補佐 山﨑 晶弘 様 

 皆様こんにちは。今年度、ガバナー補佐を務めさせ
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て頂きます中クラブの山﨑です。どうぞ、よろしくお願

いします。中クラブではこれまで会員が少なく、役割

を果たすことができず、他クラブの皆さん、特に親クラ

ブである北クラブの皆さんには多大なるご負担・ご迷

惑をおかけしましたことを改めてお詫びします。また、

北クラブでは須賀年度になって、リアルな例会は今日

が初めてということで、このような時間を頂戴いたしま

したこと誠に恐縮しております。 

ガバナー補佐会議は昨年6月から1年以上、毎月

1回開催されています。当初、今年は日本ロータリー

創設 100年目、東京でオリンピックが 56年振りに開

催される節目の年と捉えておりましたら、これにコロナ

禍が加わり、記録にも記憶にも残る年となりました。捉

えようによってはピンチですが、私はこれを中里ガバ

ナーの言う「新たな機会への挑戦」でクラブに活力を

与えるきっかけと捉え、1年間頑張ってまいりますの

でどうぞよろしくお願いします。 

 

 

 

国際ロータリー第 2770地区 

第 8Gガバナー補佐幹事 小池 和義 様 

 皆様こんにちは。本年度ガバナー補佐幹事を務め

させて頂きます小池と申します。よろしくお願いします。

1 年間山﨑ガバナー補佐の下で、第 8 グループの

方々のために、精一杯自分なりにがんばって動きた

いと思いますので、どうぞよろしくお願いします。 

 

 

 

 

  

・今日は今年度初めての北クラブさんリアル例会をど

うぞよろしくお願いします。 

第 8Gガバナー補佐 山﨑 晶弘 様 

第 8Gガバナー補佐幹事 小池 和義 様 

・皆さん 1 年間よろしくお願いします。山﨑ガバナー

補佐、小池ガバナー補佐幹事ようこそ。本日クラブ

協議会よろしくお願いします。誕生祝ありがとうござ

います。 

須賀 篤史 

・第 8G 山﨑ガバナー補佐、小池ガバナー補佐幹事

ようこそ。本日第 1回クラブ協議会よろしくお願いし

ます。 

関 雄二郎 

・公式訪問直前、クラブ協議会にて活発な意見交換

をしましょう。 

小林 操 

・お久しぶりですね。山﨑ガバナー補佐、本日はよろ

しくお願い致します。 

小林 光則 

・山﨑ガバナー補佐、本日よろしくお願い致します。 

松井 昭夫 

・久し振りです。山﨑ガバナー補佐、小池ガバナー補

佐幹事、本日よろしくお願いします。 

青木 清 

・残暑お見舞い申し上げます。 

堀野 眞孝 

・コロナウィルスの一日も早い終息を願っています。 

鈴木 英男 

・ガバナー補佐山﨑様、補佐幹事小池様、本日よろ

しくお願いします。 

関森 初義 
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・今日のクラブ協議会にお越し頂いたお客様ありがと

うございます。モニターを通しては皆様のお顔を拝

見していましたが、直接お会いするとやはり、良い

ですね！早く自由に会える日が来る事を願ってい

ます。 

黒田 幸英 

・山﨑様、小池様、いらっしゃいませ。 

松﨑 義一 

・第 8 グループガバナー補佐山﨑様、補佐幹事小池

様ようこそ！本日はクラブ協議会よろしくお願い致

します。 

大熊 正行 

・お客様ようこそ。本日クラブ協議会よろしくお願いし

ます。 

中澤 伸浩 

・やっぱり会えるのは良いですね！須賀会長、関幹

事、大変ですが工夫をしてがんばりましょう。 

小宮山 大介 

・今年度も宜しくお願い致します。 

佐藤 要 

・皆様お久しぶりです。やはり集まって例会するのは

いいですね。世界平和の為に。 

大濱 裕広 

・皆様、お身体をご自愛ください。 

深野 秀樹 

・お客様ようこそ。クラブ協議会宜しくお願いします。 

今井 英治 

・皆様お久しぶりです。本日もよろしくお願い致しま

す。 

渡辺 裕介 

・本日、協議会よろしくお願いします。 

市川 洋和 

・お客様ようこそ！本日もよろしくお願いします。 

近藤 慎悟 

・本日も宜しくお願い致します。 

伊藤 純 

・世界平和の為に。 

大島 直幸 

・本日スマイルありがとうございます。新型コロナウィル

スで大変ですが、がんばりましょう。 

長谷川 真也 

 

 

出席報告 

会員数          44名 

出席者          32名 

 

 

 

 
同日同会場にて、クラブ協議会が行われました。 

 

 

挨拶を行う須賀会長 

 

 

司会は関幹事が務めます 

https://koshigayakita-rc.jp/
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活発な意見が飛び交いました 

 

コロナ対策でマイクも都度消毒しています 

 

会場では十分なコロナ対策がされています。 

 

会場入り口では、検温を行いました 

 

座席も長テーブルに 1人の間隔です 

 

米山奨学生の詩楽さんもお手伝いしてくれています 

 

 

もちろん事務局も検温しています 

 

 

おいしい食事も出ました 

 

 

大熊会員もおいしそうに食事しています 

https://koshigayakita-rc.jp/

