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会長卓話 

 

須賀 篤史 会長 

皆様、こんにちは。この度歴史と伝統ある越谷北ロ

ータリークラブ第 45 代会長に就任しました須賀でご

ざいます。会員の皆様、どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

昨年度はガバナー輩出年度という事で 1 年間一丸

となってクラブを、そして 2770 地区を支え、盛り上げ

ていただき誠にありがとうございました。 

コロナウィルスの影響で後半は多くの事業が中止と

なりましたが「ポリオ根絶活動からクラブ活性化へ」と

いう地区運営方針の元、地区大会やポリオデーの活

動など 2770 地区が赤くひとつになり素晴らしい 1 年

になりました。 

また、クラブとしましても昨年度は米山奨学生のドリ

スや青少年交換留学のサミュエルの受け入れなどグ

ローバルに奉仕活動ができました。まさに前年度 RI

テーマの「ロータリーは世界を繋ぐ」そして会長提言
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＜YOUTUBEチャンネル＞ 開設しました‼ 

 

▶ 第 2153回オンライン例会 

https://www.youtube.com/watch?v=-Ei14TUiZdY&feat

ure=youtu.be 
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の「奉仕で築くわれらの絆 手に手をとって地域へそ

して世界へ」というにふさわしい年度となりました。厚く

御礼申し上げます。 

さて、本日より2020-21年度が始まりました。あいに

くの時節柄、第一回目の本日の例会も ZOOMによる

リモート例会で皆様とお会いできない状態でのスター

トではありますが、この時期だからこそできることもある

かと思いますので頑張って参りたいと思います。 

私は 2010年 8月、今年 SAAをお願いした堀野年

度に大濱さんの紹介でこの北ロータリークラブに入会

して今年で 10 年目となります。様々な役職を経験さ

せていただき今に至ります。 

経験豊富な理事・役員の皆様にご就任いただき本

当に心強く頼もしく思います。 

皆様のご協力の元、精一杯頑張って参りますので

どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

＜所信表明＞ 

2020-21 年度 RI 会長ホルガー・クナーク氏は「ロ

ータリーは機会の扉を開く」のテーマを提言しました。

また、2770地区中里ガバナーは地区運営方針を「新

たな機会へのチャレンジでクラブに活力を」としました。

未来へのクラブのビジョンを掲げ新しいことにチャレン

ジするよう述べられております。 

私の提言は「未来へ繋ぐクラブの絆」とさせていた

だきました。 

この 10 年でかけがえのない仲間ができたのはこの

クラブでやさしく、時には厳しく接していただいた皆様

と活発な奉仕活動を行い、親睦を深めるというロータ

リーの本質を成就してきたからであると思っておりま

す。 

これからも絆を深め、来る 50 周年やその先の未来

に向けタスキを繋いでいけたらと思います。 

また、中・長期計画であったガバナー輩出という目

標も達成できた今、さらなる新しいビジョンも見つけま

しょう。 

私が入会した 2010-11 年度は井橋ガバナー年度

でした。そして、松井会長の幹事を務めた 2016-17

年度は浅水ガバナー年度であり、その時のガバナー

補佐は小林操直前ガバナーでした。第 8グループの

大きな節目の年度に少なからず関われた事は本当に

貴重な経験だったと思います。そしてこの北クラブ 45

年目という節目の年に会長を務めることを光栄に思っ

ております。 

今日の天気は荒れ模様でさらにコロナ禍という嵐の

ような船出となってしまいましたが精一杯頑張って参

りますのでどうぞ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） 

・セミナーの案内が来ております。コロナ禍の影響で

今年度セミナーはすべてオンラインでの開催となって

おります、会長及び担当委員長の方（新会員※入会

5年未満の会長が指名される方は第二部）はご出席

お願いします。 

・財団室ニュース 7月号が届いております。 

 

（クラブより） 

・7月は本日含め 7月 22日もオンライン例会になりま

す。 

・例会場に参加される方は、できる限り前のお席に間

隔を持って座っていただくようにご協力お願いいたし

https://koshigayakita-rc.jp/
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ます。 

・米山記念奨学生 陳 設楽さんに奨学金を支給しま

した。 

・事務局、杉山さんと伊丹さんの今月分の給与をお

支払いいたしました。 

 

＜所信表明＞ 

このたび、2020-2021年度クラブ幹事を拝命しまし

た関でございます。 

一柳年度に入会させていただきました。精一杯、須

賀会長を支えて務めさせていただきますのでよろしく

お願い申し上げます。 

さて、今年度は 45周年という節目ですが、残念な

がら 2名の退会者が出てしまい、44名でのスタートと

なりました。 

コロナ禍の影響で事業計画においては各委員長

には委員会も開催することが出来ずご苦労をおかけ

しました。 

今年度は須賀会長のテーマである「未来へ繋ぐク

ラブの絆」を元に越谷北ロータリークラブの品格、ロ

ータリアンの品位を多く広め会員増強に力を入れて

いただきたいと思います。 

また、財政の更なるスリム化で効率よく明るく元気な

クラブ運営をしっかりと行っていきたいと思います。 

我が北クラブは老・壮・青のバランスがとれたクラブ

だと言われます。 

諸先輩方が守られてきたロータリーの伝統として

「例会出席」をロータリーの活動の原点として、例会は

人格を磨くところと位置付けられています。 

会員の皆様には出来る限りの例会出席・各行事へ

の参加・協力をお願いするとともに、ご指導ご鞭撻を

申し上げ幹事就任の挨拶とさせていただきます。1年

間どうぞ宜しくお願い致します。 

 

 

 

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） 

大島 直幸 会員 ・ 小宮山 大介 会員 

関森 初義 会員 ・ 伊藤 純 会員 

佐藤 要 会員 

 

（誕生日祝い） 

髙 瑠美子 会員 ・ 一柳 昌利 会員 

吉澤 晴雄 会員 ・ 中澤 伸浩 会員 

櫻井 保彦 会員 ・ 深野 秀樹 会員 

 

 

副会長・部門委員長の所信表明 

 

松井 昭夫 副会長 

https://koshigayakita-rc.jp/
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（副会長） 

 皆様こんにちは。本年度須賀会長の下、副会長に

仰せつかりました。私の年度には須賀会長にお世話

になりました。私としては会長の足手まといにならない

ようにしっかりとフォローしたいと思います。よろしくお

願いいたします。 

 

（会員組織部門） 

本年度の会員組織部門の委員長を授かりました松

井です。本年度はコロナの影響で例会もままならない

状態です。今日も ZOOMで配信していますが、いず

れにしましても色々な形で皆様にお手伝い願いまし

て、基本方針にしています委員会の変革と積極的な

例会参加を得られるクラブにしていきたいと思います。

そのためにはクラブ活性化委員会、会員増強維持委

員会に連携を頂きます。本年度、私も未熟ながら協

力していきたいと思っていますので、よろしくお願い

いたします。 

 

 

小林 光則 公共イメージ部門委員長 

 本年度公共イメージ部門委員長の小林光則です。 

当クラブはこのようなコロナ禍の中でいち早くウェブ例

会のスムーズな開催が可能となりましたが、公共イメ

ージ部門の近藤副委員長の大変なご尽力の賜物と

心より感謝申し上げます。 

 公共イメージ部門の第一の目的は、一般社会に対

してロータリークラブの活動を広報することにあると思

いますが、図らずもこのウェブ例会を開催するというこ

とが公共イメージの発信につながり、より多くの皆様

にロータリー活動を知っていただけるツールとなると

いうことがわかりました。 

 インターネットを利用して、いかにロータリークラブの

イメージアップにつなげるかを今年度の目標として活

動していきたいと思います。 

 皆様のご協力をいただけますようよろしくお願い申

し上げます。 

 

 

大熊 正行 クラブ運営部門委員長 

皆さん、こんにちは。須賀年度クラブ運営部門委

員長を仰せつかりました大熊です。その名のごとくク

ラブ運営部門というのは、出席・会場運営委員会、親

睦活動委員会そしてプログラム委員会ということで、

例会を始め、事業を担う部門といっても過言ではあり

ません。しかしながら、このコロナ禍の中、いつ通常

例会や通常事業が開催できるのか非常に不透明で

ございます。 

状況と色々な場面を鑑みまして試行錯誤しながら、

皆様がより良い例会運営と言って頂けるような部門を

目指して参ります。 

コロナで三密と騒がれておりますが、同じ三密でも

クラブ運営部門の三委員会が連携を密にしての三密

は続けて行きたいと思いますので、一年間どうぞよろ

しくお願い致します。 

https://koshigayakita-rc.jp/
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中澤 伸浩 奉仕プロジェクト部門委員長 

 皆さん、こんにちは。須賀年度、奉仕プロジェクト部

門を務めます中澤です。我が奉仕プロジェクト部門は、

職業奉仕委員長の大島さん、社会奉仕委員長の長

谷川さん、国際奉仕委員長の大濱さん、青少年奉仕

委員長の伊藤さん、皆様のご協力を得て須賀会長を

盛り上げて行こうと思いますのでよろしくお願いしま

す。  

このコロナ情勢の中、流動的な要素がありますが、

他方で、新しい試みをして失敗をしたとしても皆さん

に寛容に受け止めていただける可能性も高いと思い

ます。 

柔軟かつクリエイティブに奉仕事業を実施できたら

と考えております。一年間どうぞよろしくお願い致しま

す。 

 

 

 

 

出席報告 

会員数          44名 

出席者          31名 

※オンライン例会のため出席数のみ掲載 

 

 

 

 

 
7月 1日、須賀会長年度のスタートは ZOOMによ

るオンライン例会でした。 

 

 

例会場のモニターに参加者が表示されています。 

 

 

沢山の会員がオンラインで参加してくれました。 

 

 

酒井委員長が設定を頑張っています。 

https://koshigayakita-rc.jp/

