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会長卓話 

 

須賀 篤史 会長 

皆様、こんにちは。大変ご無沙汰しております。新

型コロナウイルスの影響で、例会場での例会開催は

実に 10か月ぶりです。これまではほとんどがオンライ

ン例会でしたが出席会場運営委員会を始め、このよ

うに感染対策を施しリアル例会を開催できたことに心

より感謝申し上げます。 

また、この段ボールの仕切り板は大熊さんの会社

で作成していただき無償で設置していただきました。

本当にありがとうございました。 

本日は昼食の用意はありませんが、来月以降はこ

のような状態なので昼食も検討したいと思いますし、

感染者数次第ですが、リアル例会も増やしていきた

いと思いますのでよろしくお願いいたします。若干圧

迫感があるかもしれませんがご容赦下さい。 

本日は来年の 23 日に予定しているインターシティ

ミーティングのキャラバンで山﨑ガバナー補佐と IM
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実行委員長の山下様にお越しいただきました。どうぞ

よろしくお願い致します。 

さて、早いもので 12月を迎えてしまいましたが皆さ

んいかがお過ごしでしたか？私は以前ご報告した通

り 9 月末に娘が産まれ、産後里帰りをしていた妻も帰

ってきまして、家族 3人+犬との騒がしく慌ただしい毎

日を送っております。どうしても夜中に起こされてしま

うため朝のトレーニングもサボりがちになり、体重が少

し増加傾向にあります。また、鶏卵業界において 12

月は 1番タマゴが高く、そしてたくさん売れるいわゆる

稼ぎ時という事もあり、本当に慌ただしく過ごしており

ます。ですが、コロナの影響で飲食店向けのタマゴが

売れず、相場も昨年 12月と比べるとかなり安く厳しい

状態でございます。 

12月と言えば先日流行語大賞 2020 をやっており

ましたが、年間大賞となったのは「3密」でした。まぁ予

想通りでしょうか？トップテンもだいたい予想通りかな

と思いますが、その1つである「鬼滅の刃」ですが皆さ

んどのくらいご存知ですか？映画に行かれた方はい

らっしゃいますか？映画興行収入はタイタニックを抜

いて現在歴代2位。1位の千と千尋の神隠しを抜く勢

いです。すごいですよね。この物語は簡単に言うと亡

き父の代わりに家族の大黒柱となり炭を売りながら生

計を立てていた主人公がある日家に帰ると家族が鬼

に惨殺されていた。唯一生き残ったが鬼にされてしま

った妹を人間に戻すために鬼を倒していくという大正

時代の鬼退治です。ですが、敵である鬼も元々は人

間でありそれぞれ悲しい過去があり、心優しい主人公

はただ鬼を退治するのではなく、泣きながら、鬼に同

情しながら倒していくというお話しです。私は漫画で

見ていたので知っており、映画も行きましたが、この

映画編はテレビ版第 1 シーズンの続きです。主人公

にとって今後強くなるために大切な場面がこの映画

には描かれております。なぜここまでのヒットとなった

かの要因として、コロナ禍の巣ごもりプラス、テレビ放

送だけではなく、HuluやNetflixをはじめとするネッ

ト配信でも観られることから、ベッドの中でも電車の中

でもイヤホンをしてスマートフォンでも観られたことで

視聴者が増えたからだと言われております。映画を理

解するにはそれまでのアニメ版 27 話を観ないとよく

分からないと思いますが、お時間がある方はぜひ観

に行ってはいかがでしょうか。 

 

さて、本日は年次総会です。「クラブ細則第 5 条会

合第 1 節年次総会。本クラブの年次総会は毎年 12

月第 2 例会日に開催されるものとする。そして、この

年次総会において次年度の役員および理事、また

次々年度の会長の選挙を行わなければならない」 と

なっております。 

 そしてこの年次総会に至るまでの過程で、当クラブ

細則第 3条第 1節の理事および役員の選挙という項

目があります。10 月の例会におきまして会員の皆様

方にお諮りしたところ、「会長一任」というお声を頂き

まして、例年の通りに小宮山直前会長に指名委員会

の設置と招集をお願い致しました。後ほど年次総会

の冒頭にその経緯等をご報告していただきます。 

話は変わりますが、先日、ジュニア甲子園出身

の選手がドラフトに選ばれたという話をしました

が、またまた良いニュースです。越谷市立平方中

学校が来年の 3 月に文部科学大臣杯第 12 回全日

本春季軟式野球大会へ出場が決まりました。明日

ですが、私と関幹事、長谷川社会奉仕委員長、吉

澤会員とでお祝い金を持って平方中学校へ行って

まいります。前回のドラフトの件に引き続き吉澤

会員は大変喜んでおりました。若い子達を見習い

本人も頑張ってもらいたいですね。 

最後になりますが、後期から復帰予定の木村二

夫さんが一昨日にタマゴを買いにうちの会社に来

訪されました。ご自身で車を運転していて顔色も

よく本当に元気そうで安心しました。少し立ち話

をしましたが、木村さんが会長年度の時は SARS

が流行した時だったそうです。今日、年次総会で
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すが時間があったらいらっしゃいませんかと言っ

たのですが、あいにく予定があるとのことで来年

からまたお世話になりますとの事でした。皆さん

に会えるのを楽しみにしていますと申しておりま

した。 

次回は夜間例会ですがお時間ある方はぜひよろ

しくお願いいたします。本日の私の挨拶は以上で

す。 

幹事報告 

 
関 雄二郎 幹事 

（地区より） 

・2019-20年度地区活動計算書が届いております。 

・RALA研修セミナー募集の案内が届いております。 

・米山記念奨学生感謝の集いの案内が届いておりま

す。 

・2021 年度米山記念奨学生世話クラブ意向調査の

案内が届いております。 

（クラブより） 

・越谷南・東クラブより 12 月・1 月の例会案内が届い

ております。 

・越谷市子供育成連絡協議会より感謝状及び 50 周

年記念誌が届いております。 

・暴力排除推進協議会のカレンダーが届いておりま

す、今年は 20部なので早めにお持ちください。 

・3月 24日に開催される全国野球大会に出場が決ま

った平方中学校にクラブよりお祝い金として

50,000円、贈呈します。 

・米山奨学生、設楽さんより日光のお菓子を頂きまし   

 た。 

・10 月 11月理事会にて、年会費の削減・原状維持・

スマイルの有無などの協議を重ねてきております。

方向性については理事会にて引き続き継続してま

いります。 

 

結婚記念・誕生日祝い 

 

（結婚記念） 

中澤 伸浩 会員 ・ 丸林 綾子 会員 

（誕生日祝い） 

稲垣 勝三 会員 ・ 鈴木 英男 会員 

宮﨑 敏博 会員 ・ 会田 謙二 会員 

小宮山 大介 会員 ・ 髙橋 陽一 会員 

 

（代表者挨拶） 

 

稲垣 勝三 会員 

 おかげ様で 83 歳になりました。先日太田会員とお

会いしたときに「稲垣さん、稲垣さんに歳が追いつき

ましたよ」と言われました。そして 12月。また私の方が
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半歩先行しました。来年は 7 回目の年男でございま

す。太田会員に追い越されないように精進していきた

いと思います。ありがとうございました。 

 

表彰 

 

（ポール・ハリス フェロー） 

伊藤 純 会員 ・ 

（第 1回米山功労者） 

新沼 徹 会員 ・ 川島 徹 会員 

（第 9回マルチプル） 

稲垣 勝三 会員 

 

お客様挨拶 

 

第 8Gガバナー補佐 山﨑 晶弘 様 

皆様こんにちは。今日は年次総会という貴重な場

ですが、IMキャラバンとして参加させて頂きました。 

現在もコロナの状況が拡大傾向にある中で、今後

も変化するかもしれませんが、現時点で決まりました

IMのことを山下実行委員長から詳細にご報告させて

いただきます。よろしくお願いします。 

 

 

IM実行委員長 山下 良雄 様 

 皆様、こんにちは。今年はコロナの感染防止という

ことで色々なことを計画しました。現時点では、IM、

新年会をしっかりやりたいと思っています。皆様の机

の上にご案内がありますのでご確認ください。食事は

かないませんが、来年 1月 23日よろしくお願いいた

します。 

 

 

米山記念奨学生 陳詩楽（チンシラク） 様 

 皆さん、こんにちは。12 月に入って今年も忙しい月

になりました。私はずっと修士論文をやっています。こ

れから仕上げをしなければなりません。 

先月 11 月の最後に、カウンセラーの松﨑さんと一

緒に米山バス旅行で 3 回目の日光に行きました。1

回目と 2 回目は天気が悪かったのですが、今回は天

気が凄く良かったのでとても綺麗でした。日光東照宮

と大谷資料館に行きました。松﨑さんからも色々と教

えて頂き楽しかったです。ありがとうございました。 
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3分間ロータリー情報 

 

 小宮山 大介 会員 

鹿児島大学での産学連携の推進を狙って、大学

教員や企業経営者が参加する「鹿児島大学アカデミ

ーロータリークラブ」がこのほど発足した。大学を軸に

したロータリークラブは宮崎大学に続き、九州で 2 例

目という。鹿児島大の教授や講師に加えて、弁護士

や企業経営者など計 37 人が参加した。月 2 回の例

会を通じて、大学と企業とを結びつける媒介役を目

指す。（※ロータリーの友より） 

 

雑誌記事紹介 

 

 中澤 伸浩 会員 

今年はコロナに振り回される 1年となっています。 

我がクラブでも、毎例会の運営に、出席会場運営

委員会の酒井委員長、会報委員長兼 IT番長の近藤

委員長に尽力頂いています。毎回本当に大変だと思

います。ご苦労様です。 

私は今、弁護士会越谷支部の支部長なのですが、

同支部の会合でも開催方法に苦心しております。

色々と検討した末、月例の支部例会は、Zoom でのリ

モート会議で行っています。 

 そこで、本日は、ロータリーの友 11 月号に、「どうな

った？例会」と題して、新型コロナウイルス感染症の

影響に関するアンケートの記事がありましたので、ご

紹介させて頂きます。 

 新型コロナウイルスの影響で、「貴クラブは例会を休

会しましたか？」の問いに対し、「はい」が約 97%、

「いいえ」が約 3%でした。これは頷けますよね。 

 次に、例会を休会したクラブへ、「例会は再開しまし

たか？」の問いに対し、「回数を減らして再開」が約

28%、「回数は減らさず、元通りに再開」が約 70%で

した。私たちの地域からすると、回数を減らさずに再

開しているクラブが結構多く意外な感じがしますが、

地域性にもよるのかと思われます。 

 そして、「新型コロナウイルス感染拡大中、感染予

防のために、例会を通常と異なる会合形式で行いま

したか？」との問いに対し、「行った」が約 37%、「行

わなかった」が約 63%です。オンライン形式で行った

クラブのうち、全員オンラインの形式が約 37%、例会

場などとオンラインの混在形式が 56%となっていまし

た。オンライン形式に対する会員の評価については、

約 87%が概ね好意的となっています。 

 最後に、「今後、新型コロナが収まったとしても、オ

ンライン例会を開催すると思いますか？」の問いに対

し、「思う」が約47%、「思わない」が約30%となってお

り、コロナが終息しても、オンラインが活用され続ける

と考えている人がかなりの割合に上ることが分かりま

す。 

 この点については、私としては、結構意外な感じが

したのですが、時間的・距離的な制約を飛び越える

ために、今後もリモート・オンラインの活用がもっともっ

と進んでいくのだろうと思います。それに従って、ツー

ルも進化していくと思いますが、我々も、そのような感

覚に遅れてはいけないのだなと改めて感じました。 
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委員会報告 

親睦活動委員会  江口 公晴 委員長 

皆様こんにちは。親睦委員会より、忘年夜間例会

開催のご案内をさせて頂きます。昨日皆様宛てに

faxをお送りしていますが、12月 23日午後 6時より、

感染対策を万全とした例会場、また、オンラインでの

参加でも可能な忘年夜間例会を開催します。 

こちらの会場では、ケータリングでお食事のご提供

をしますが、アルコール類の持ち込みは大歓迎です

ので宜しくお願い致します。当日は、陳詩楽さんの故

郷紹介、松﨑会員とのスペシャルセッションも用意し

ていますので、楽しみにして頂きたいと思います。 

 

2020-2021年度 年次総会 

 

 須賀 篤史 会長 

年次総会開催にあたり出席率を発表しました。 

（細則第 5条第 3節により会員数の三分の一を上回

っているため年次総会は有効となりました） 

 

 

幹事が承認用の書類を配布しています 

 

会場は厳正な承認を行うために皆様真剣です 

 

2021-2022年度 理事・役員 

令和 2 年 12 月 9 日の年次総会において、

2021-2022 年度の理事・役員が以下のとおり承認さ

れました。 

 役 職 氏 名 

役員 会 長 中澤  伸浩 

役員 副 会 長 吉澤  晴雄 

役員 会 長 エ レ ク ト 大島  直幸 

役員 幹 事 今井  英治 

役員 会 計 堀野  眞孝 

役員 会場監督（SAA） 宮﨑  敏博 

役員 直 前 会 長 須賀  篤史 

理事  深野  秀樹 

理事  長谷川 真也 

理事  本間  睦人 

理事  伊藤   純 

理事  川島   徹 

理事  近藤  慎悟 

理事  松井  昭夫 

理事  松﨑  義一 

理事  大熊  正行 

理事  櫻井  保彦 

理事  関森  初義 

厳正な開票・集計を行いました。 
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中澤 伸浩 会長エレクト 

本日は、コロナ情勢の中、リアル年次総会への多

数会員のご出席誠にありがとうございます。皆様より

次年度理事役員の承認を得まして、改めて心が引き

締まる思いです。 

次年度、会長を務めるからには、すべての仕事を

投げ打って会長職に邁進させて頂きますと言いたい

ところですが、私には、私を信頼してご依頼を頂いて

いる依頼者の方々も多数あり、弁護士としての職責も

全うする所存ですので、恐縮ですが、決してそのよう

に申し上げることはできません。そこで、次年度理事

役員の方のみならず、会員皆様からの多大なご協力

が必要不可欠となりますので、どうかご協力の程お願

いいたします。 

まずは、本年度、コロナの中で苦心しながら例会運

営を行われている須賀会長・関幹事にできる限りのサ

ポートをさせて頂きながら、また色々と勉強させて頂

いて、次年度、何とか会長職を全うできるよう頑張って

参りたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

 
大島 直幸 会長ノミニー 

皆様こんにちは。只今 47代会長にノミネート頂きま

した大島です。まだ若輩浅学ですが精一杯がんばっ

て行きますので、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い

いたします。 

私は、会長を務めさせて頂くときは 15年目になりま

す。今まで沢山の方々にロータリーの色々なことを教

えて頂きました。是非それを活かし、45~50周年まで

の真ん中の年として 50周年に向けてしっかり繋げて

行けるようなロータリー運営をして行けたらいいかと思

っています。 

   

・本日は年次総会の中失礼致します。IMのキャラバ

ンの参加に参りました。 

第 8Gガバナー補佐 山﨑晶弘 様 

IM実行委員長 山下良雄 様 

・山﨑ガバナー補佐、山下様ようこそ。本日年次総会

よろしくお願いします。 

須賀篤史 

・お客様ようこそ。本日年次総会宜しくお願いします。 

関雄二郎 

・12月で 83歳になります。来年 7回目の年男です。 

稲垣勝三 

・お久しぶりです。  

稲垣勝三 

・コロナ禍の一日も早い終息を願っております。誕生

日祝いを有難うございます。 

鈴木英男 

・誕生日祝いありがとうございます。 

宮﨑敏博 

・山崎 G補佐、山下 IM実行委員長ようこそ。  

小林操 

・皆様、久し振りです。お元気そうで何よりです。  

堀野眞孝 

・例会久しぶりですね。山﨑ガバナー補佐、総会もよ

ろしくお願い致します。  

小林光則 

https://koshigayakita-rc.jp/
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・お久しぶりです。 

松﨑義一 

・コロナ終息を願います。  

小宮山大介 

・久しぶりに例会場での例会で、やはり活気がありま

すね。須賀会長、関幹事、出席会場運営の皆様お疲

れ様です。  

中澤伸浩 

・本日も宜しくお願い致します。 

佐藤要 

・本日、久しぶりに例会場にて参加させて頂きます。

よろしくお願い申し上げます。皆様、くれぐれもご自愛

ください。 

新沼徹 

・ご無沙汰しております。本日宜しくお願い致します。 

伊藤純 

・本日もよろしくお願いします。  

櫻井保彦 

・お見舞いありがとうございます。まだ本調子ではあり

ませんが、なんとか生きていました。  

髙橋忠克 

 

出席報告 

会員数          44名 

出席者          27名 

 

 

 
大熊会員から仕切り板を無償提供して頂きました。 

 

 

平方中学校野球部が令和 3年 3月 24日開会の

「文部科学大臣杯第 12回全日本少年春季軟式野球

大会日本生命トーナメント」に出場します。 

 

 

 

開会式に会長・幹事が参加をしました。 

 

会長・幹事が参加しています。 

 

ありがとうございました。 

https://koshigayakita-rc.jp/

