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会長卓話 

 

須賀 篤史 会長 

皆様こんにちは。2 週間ぶりの例会となります。だ

いぶ過ごしやすくなりましたね。私は週に 3～4 回朝

5：00に起きて金町のプールまで泳ぎに行っているの

ですが、日の出がだいぶ遅くなってきていて起きるの

もつらくなってきました。セミの鳴き声もコオロギや鈴

虫の声に代わり秋らしくなってまいりました。 

今月 24 日は世界ポリオデーですので今日はこの

格好で例会に参加します。さて、一昨日は私と松井

副会長、小林光則さん、佐藤要さん、大濱さん、新沼

さんと地区大会ゴルフに参加して来ました。当日はと

ても良い天気で楽しくラウンドをして来ました。3 月以

来 7 か月ぶりでしたのでパターの距離感に苦しめら

れ前半は 47、後半何とか粘って 42のトータル 89で

周れました。ロングホールで見事 2 オンしたのですが

3 パットのパー。某 O 先輩と竿イチをやっていたら大

変な事になっておりました。コロナ禍のコンペという事

で、プレイが終わるとクラブハウスの入り口のホワイト
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【次回例会案内】 令和 2年 11月 4日 

※オンライン例会（ZOOM） 

例会日：毎週水曜日 12：30～13：30                                 会      長 ： 須 賀 篤 史 

例会場：越谷市千間台東インペリアルビル 4階                           副  会  長 ： 松 井 昭 夫 

T E L  048（975）9898                                        幹    事  ： 関 雄 二 郎 

F A X  048（977）3741                                        会報委員長 ： 近 藤 慎 悟 

創  立：1976年 5月 11日 

 

「YouTube」でも配信!! 

▶ 越谷北ロータリークラブ第 2161回例会 

https://youtu.be/tEtLcCQ-tak 
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ボードがあり、そこにはドラコン・ニアピンの該当者が

記載されておりパーティーは行わず、成績発表は後

日という事になっております。 

来週は当クラブのポリオ根絶チャリティー親睦ゴル

フですが、当日もこのポリオ T シャツを着て写真撮影

をします。参加の皆さんよろしくお願いします。 

 

さて、私事ですが、もう何名の方には報告しました

が 9 月 30 日に待望の第一子を出産しました。3,200

グラムの元気な女の子です。1月末に妊娠が分かりま

したが、すぐにコロナ禍となったため病院へは出産の

立ち合いどころかずっと立ち入り禁止、退院の日まで

会えずに、3 日前の日曜日にようやく会えました。とこ

ろが、その日のうちに妻が産後の里帰りをしました。

妻が一人で産んで一人で育てている状態です。 

両親も大変喜んでくれました。向こうの義母、おば

あちゃんも本当に喜んでくれました。現在 47歳、この

子が大学を卒業するころには私は 69歳になってしま

います。長生きしないといけませんね。数年後は 50

代で 20～30代のパパたちと運動会で勝負できるよう

に鍛えたいと思います。 

名前ですが、愛月（あづき）と付ける予定です。名

前の画数のサイトでことごとく希望の名前に凶が付き、

じゃあ逆にどれだったら良いのかというサイトで調べま

した。サイトから出てきた漢字の中から組み合わせた

のと、犬の名前が「あんこ」、その妹なので「あづき」、

また出産日の翌日が中秋の名月という事もあり、この

日も月がきれいでしたのでこの名前に決めました。 

秋の収穫を神様へ感謝して翌年の豊作を祈願す

るというのが中秋の名月ですが、私たち夫婦にとって

これ以上ない収穫をいただきました。いつか皆さんに

お披露目できる日を楽しみにしております。 

ちなみに現在妻が市川市の実家へ里帰りちゅうで

すので私は越谷で一人暮らし状態です。蜜を避ける

ようなところでこっそり飲みにも誘ってください。 

 

 

本日は渡邊パストガバナー、そしてドリス、オンライ

ンでの例会参加、誠にありがとうございます。後ほど

ご挨拶を賜りますがよろしくお願い申し上げます。 

さて、皆さんにご報告がもう一つあります。昨日、よ

うやくグローバル補助金事業の地区での承認がされ

ました。フローチャートをご覧ください。このフローチャ

ートでいうと、まだ 10 番あたりなのですが、ここまでが

難関であり最後の難関である TRF（ロータリー財団）

の承認待ちの状態です。ここまでくれば、あとはもうす

ぐです。おそらくロータリー史上初となるオンラインで

の贈呈式になるかと思います。 

今年度はコロナ禍の影響で多くの事業が取りやめ

になり、できる事業は大きく分けると地区補助金を活

用した「書き損じはがき」を市内に寄贈する事業とこの

グローバル補助金プロジェクトとのみです。また経過

が進み次第ご報告致します。 

 

さて、本日の卓話はセミナー報告という事で新沼委

員長にロータリー財団部門セミナー報告、そして米山

記念奨学部門セミナー報告は伊藤副委員長にお願

いしてありますが、よろしくお願いします。 

8 月から始まったセミナーラッシュも残すところ職業

奉仕部門セミナーと青少年奉仕部門セミナーの 2 つ

となりました。もちろん私も参加いたしますが、担当委

員長はご都合をつけていただきよろしくお願いしま

す。 

 

最後になりますが、今月は米山月間です。委員長

からも案内があるかと思いますが米山寄付がまだの

方はよろしくお願いします。 

という事で本日の私の挨拶はこれで終わらせてい

ただきます。 

本日もよろしくお願いいたします。 

 

 

https://koshigayakita-rc.jp/
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幹事報告 

 
関 雄二郎 幹事 

（地区より） 

・国際大会ニュースが届いております。 

・財団室ニュースが届いております。 

・10/28 青少年奉仕部門セミナーの案内が届いてお

ります。 

・10/24ポリオデーの案内が届いております。 

・10/30 職業奉仕講演会の案内が届いております。

参加希望される方は 19 日までに幹事までご連絡

お願いします。 

（クラブより） 

・10 月の例会は、10/14 親睦チャリティーゴルフ、

ZOOM例会は 10/21になります。 

・須賀会長、無事に第一子で長女、愛月（あづき）ち

ゃんが誕生しましたので、クラブよりお祝い金を贈

呈します。 

結婚記念・誕生日祝い 

（結婚記念） 

須賀 篤史 会長 ・ 関 雄二郎 幹事 

堀野 眞孝 会員 ・ 一柳 昌利 会員 

岡﨑 勲 会員 ・ 会田 謙二 会員 

小林 操 会員 ・ 長谷川 真也 会員 

深野 秀樹 会員 

（誕生日祝い） 

吉田 実 会員 ・ 酒井 新樹 会員 

伊藤 純 会員 ・ 近藤 慎悟 会員 

 

お客様挨拶 

 

RI第 2770地区パストガバナー 渡邊 和良 様 

 こんにちは。昨年度小林操ガバナー年度に地区の

研修リーダーを務めさせて頂きました。後半はコロナ

問題がありましたが、皆様のご協力がありまして非常

に立派な業績ができたのではないかと思います。 

 須賀会長、愛月ちゃんの誕生おめでとうございます。

これからは奥様と一緒に家事をして、家庭を立派に

作って頂きたいと思います。 

 また、小林年度ですが、皆様のご支援・ご協力によ

り非常に地区大会が盛り上がりまして、RI会長代理も

こんな立派な地区大会は久し振りだと仰っていました。

皆様に感謝を申し上げます。 

今後とも皆様のご支援ご協力よろしくお願いしたい

と思いまして私の挨拶とさせて頂きます。ありがとうご

ざいました。 

 

 

米山記念奨学生 陳詩楽（チンシラク） 様 

 皆さん、こんにちは。お久しぶりです。9月の中旬か

ら学校が始まりました。授業の人数は少なくて、先生

も含めて 3人しかいないのでオンラインから対面授業

に替わりました。最近は、ほとんど論文の事をやって

います。新学期は論文の必要なデータを集めて、今

は論文を書きながらデータを分析しているところで

https://koshigayakita-rc.jp/
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す。    

話が変わりますが、10月 1日は月を鑑賞する中国

の中秋節です。私の好きな祝日です。中秋節は旧暦

の 8月 15日に行われます。月に関する中国のひと

つのことわざがあります。「今夜の月より 16日の夜の

方が丸い（日本語訳）」。10月 1日の夜の月より、10

月 2日の夜の月の方が丸いという話です。月見に興

味がある方は、10月 31日と 11月 1日の 2日間の

月を見比べて違いを確かめてみてください。 

最近段々と涼しくなってきました。昼と夜の気温差

が激しいので、皆様もお体に気を付けてください。 

ありがとうございました。 

 

 

2019-2020年度 米山記念奨学生 ドリス 様 

 皆様お久しぶりです。前年度は大変お世話になりま

した。私は大変な時期に入学・卒業をしましたが、新

しい学校に入学してから色々大変でパニックになった

時期もありました。今は 2学期が始まって対面授業・

ハイブリッド授業が始まり、学校にも行けるようになりま

した。しかし、自分が研究したかった内容がまだうまく

できません。学校の先生と子供たちの関わり方を研

究したかった論文ですが、オンラインデータのものを

集めた論文になると思います。できるだけうまくできる

ように頑張りたいと思います。 

 越谷北 RCの皆さんには大変お世話になりました。

いつかクラブの方に直接行けたらと思っています。 

今回皆様とは直接会えませんでしたが、オンラインで

もお会いできたことをうれしく思っています。 

委員会報告 

親睦活動委員会  江口 公晴 委員長 

「ポリオ根絶チャリティー親睦ゴルフの件」 

10 月 14 日水曜日、千葉カントリークラブ川間コー

スにて親睦ゴルフを開催致します。当日は 7時 30分

に受付開始、8 時にクラブハウス前に集合をお願いし

ます。写真撮影時にはポリオ T シャツを着用してくだ

さい。 

セミナー報告 

 

 ロータリー財団部門 新沼 徹 委員長 

 スライドを活用して地区補助金、グローバル補助金

の話を報告されました。 

 

 

 

 

 

https://koshigayakita-rc.jp/


週報                       2020-2021国際ロータリーテーマ 

第 2770 地区 第 8グループ                    “ロータリーは機会の扉を開く” 

               RI会長 ホルガー・クナーク 

 

越谷北ロータリークラブ                      

2020-2021 須賀篤史会長提言 「未来へ繋ぐクラブの絆」       

ホームページアドレス https://koshigayakita-rc.jp/      

  5   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

米山記念奨学部門 伊藤 純 副委員長 

（米山記念奨学事業の説明） 

●概要  

1. 日本のロータリー独自の事業 

2. 日本で学ぶ外国人留学生を支援 

3. 最大の特徴「世話クラブ・カウンセラー制度」 

●沿革 

1920年 東京 RC設立 米山梅吉初代会長 

1940年 東京RC解散宣言(80年前の9月11日) 

1945年 終戦 

1946年 米山梅吉氏逝去 

1949年 日本ロータリーが国際ロータリーへ復帰 

1952年 東京 RC「米山基金」 

構想「平和日本」を世界へ 

1954年 第一号奨学生来日(タイ：ソムチャード氏) 

https://koshigayakita-rc.jp/
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1957年 日本全国の組織へ 

1967年 財団法人設立 

●国内最大級の奨学生数  

2020年度 883人（新規 614人・継続 269人） 

累計 21,624人 

●当地区の主な米山奨学事業 

   7月 富士登山 

   8月 カウンセラー研修 

   9月 学友会主催・合同奉仕活動 

  10月 米山月間各クラブでの奨学生卓話 

  11月 地区大会への参加 

  11月 面接官オリエンテーション 

  12月 感謝の集い 

   1月 奨学生選考試験 

   2月 第 2米山月間 各クラブでの奨学生卓話 

   3月 修了式 

   4月 奨学生・カウンセラー初顔合わせ 

   4月 入学式 

   5月 学友会主催のバス旅行 

●世話クラブの選考方法 

  米山記念奨学会の各地区への奨学生割当基準と

しては寄付金総額重視となっていますが、2770 地区

の基準としては寄付金の個人平均重視、偏差値によ

る得点性としています。 

●終わりに 

米山記念奨学事業増進委員長藤嶋剛史様より以

下のように熱くお話しがございました。 

（以下、全文引用） 

「ロータリーのよき理解者として、将来日本と母国と

の架け橋となる」この事業の成功には奨学生とロータ

リアンの良好な関係が欠かせません。奨学生と接す

る際は是非「自分の子供や孫が海外に留学したら、

現地の大人にどんな風に接してもらえたら嬉しいだろ

う」そんな風に考えてみてください。それは、生前米

山梅吉氏がよく口にしたという「何事も人々からして欲

しいと望むものは、人々にもそのようにせよ」という言

葉、そしてロータリーの「思いやり」の心そのものでは

ないでしょうか。 

「奨学事業の価値はどんな学生を採用したかで決

まる。米山奨学事業でさらに、どんな風に育てたか 

育ってくれたかが重要である」と言われます。以前あ

る大学の先生が「うちには何にでも興味一杯でいつも

目をキラキラさせている留学生の子がたくさんいるん

です」と言っていました。我々米山部門は、そんな子

たちを一人でも多く採用し将来の「架け橋」に育ってく

れるよう、地区内クラブの皆さんにお手伝いをして参

ります。是非皆さんが今以上に「米山」に興味を持っ

ていただき、それが貴重な「ご寄付」につながれば幸

いです。 

 

 

出席報告 

会員数          44名 

出席者          25名 

※オンラン例会のため出席数のみ掲載 

 

 

 

 

須賀 愛月（あづき）ちゃん 

9月 30日に誕生しました！ 

https://koshigayakita-rc.jp/
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10月 14日 

至 千葉カントリークラブ 川間コース 

開催：越谷北 RC 親睦活動委員会 

10月 24日の世界ポリオデーに先駆け、親睦活動

委員会を主体に「ポリオ根絶チャリティーゴルフ」を行

いました。 

コロナ禍の中ですが、マスクの着用やアルコール

消毒の実施などの対策を取っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 久し振りの再開に大盛り上がりでした。 

沢山のご参加ありがとうございました。 

 

https://koshigayakita-rc.jp/

