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会長卓話 

 

須賀 篤史 会長 

皆様、こんにちは。2 点良いご報告がございます。

先日のプロ野球ドラフト会議におきまして、ジュニア甲

子園出場選手 2 名が育成枠で指名されました。1 人

は第 4 回大会に出場した宇田川優希君。越谷西中

→八潮南高校→仙台大学からオリックス育成 3 位で

指名。もう 1 人は第 8 回大会参加の豆田泰志君。千

間台中学→浦和実業から西武ライオンズ育成 4位で

指名。両選手の益々の活躍を期待するともに、我々

がこれまでやってきたこの事業に心から喜びを感じま

す。 

中学生に「広く綺麗な野球場でプレイさせたい」と

いう思いで始めた越谷ジュニア甲子園野球大会も今

年で 12 回目。残念ながら今年は中止となってしまい

ましたが来年以降はおそらく開催できるかと思います。

この事業を立ち上げた立役者である吉澤会員の喜び

もひとしおだと思います。最近、顔を見ておりません

がコロナに負けず、ご自身の病気にも負けずに頑張
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「YouTube」でも配信!! 

▶ 越谷北ロータリークラブ第 2164回例会 

https://youtu.be/z7-ACp_hcIM 
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ってください。またこれからも、このジュニア甲子園出

場選手から、プロ野球や海を渡りメジャーで活躍する

選手が出ることを期待したいです。 

もう1つは、小林直前ガバナーが世界のポリオサバ

イバー3 人に選出されました。サバイバーとは直訳す

ると「生存者」「闘病者」または「経験者」という意味で

すが、私は「ポリオと戦う者」と訳しました。インスタグラ

ム、フェイスブック、ツイッターなどで発信されておりま

すので、皆さん拡散をお願い致します。 

さて、前回の例会でご案内しましたが、先日 10/24

の世界ポリオデーは越谷ツインシティのオーロラビジ

ョンでポリオ根絶に関する動画を流させていただきま

した。当日の午後、現地に見に行ってきましたが確か

に流れていましたが、辺りを見回してみると、残念な

がら立ち止まって見ている人はいませんでした。まぁ、

あの時間帯は人も少なかったからかもしれませんね。

また、当日はお隣の越谷東クラブさんが越谷駅前で

募金活動をされておりました。五十嵐会長とお互い相

乗効果となりますねと LINEでお話ししました。 

本日このあとは、セミナー報告という事で職業奉仕

部門セミナーでは大島委員長、青少年奉仕部門セミ

ナーでは伊藤委員長にお願いしておりますので、両

委員長よろしくお願いいたします。年度が始まってか

らのセミナーもこれでひと段落しました。ご参加した各

委員長さん、大変ご苦労様でした。 

さて、来週は地区大会となりますが、コロナ禍という

事で今年は例年と開催方法が少し異なります。 

まず、1日目の 11/14は例年通り浦和ロイヤルパイ

ンズで行いますが、参加者はクラブ会長のみとの事

ですので私が 1人で参加して来ます。 

2 日目は川口リリアで行いますが、リアル参加の他

に今年は YouTube での参加も可能です。地区大会

は当年のガバナーの思いの詰まった最大の行事で

す。中里ガバナーの元に集まった地区役員をはじめ、

地区ﾞ幹事、副幹事がきっと素晴らしい大会を運営す

ることと思います。 

昨年の小林ガバナー年度では、私も 2日間司会を

仰せつかり、スタッフみんなで一致団結してやり遂げ

たことは本当に良い思い出です。地区大会参加はロ

ータリアンの義務だと思っております。参加方法はリ

アル、オンラインどちらでも構いませんので皆さん是

非ご参加をお願い致します。お時間の無い方も、外

出先で YouTube を開いて数分でも良いので参加し

てください。 

また、別件ですが、11/28にRLIのパート 1がござ

います。こちらも今回はオンラインでの開催となります。

例年ですと RLI は浦和で 1 日中ですが今回は移動

がないため非常に受講しやすいかと思います。コロナ

が終息すると、おそらくリアルに戻ると思いますので、

受講がまだの方はこの機会にお勧めします。 

最後になりますが、今月はロータリー財団月間で

す。委員長からも案内があるかと思いますが財団寄

付がまだお済でない方はよろしくお願いします。 

本日は例会終了後、理事会がございますが、12月

はいよいよリアル例会を検討しております。 

11 月に入りまして非常に朝晩が冷えて参りました。

これから冬になってくるとコロナだけではなくインフル

エンザも流行してくるので皆さんお体にはくれぐれも

ご自愛ください。12月に皆さんの元気な姿に会えるこ

とを楽しみにしております。 

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。 

 

幹事報告 

 
関 雄二郎 幹事 
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（地区より） 

・例会時における新型コロナウイルス感染症対策に

ついて案内が届いております。 

・国際奉仕活動に関する案内が届いております 

・2022 年規定審議会の提出について案内が届いて

おります。 

（クラブより） 

・11/15 地区大会川口リリアにて行われます。コロナ

禍ですので会場には 8名の参加で、その他の方は

YouTubeにて参加ください。 

 

結婚記念・誕生日祝い 

（結婚記念） 

鈴木 英男 会員 ・ 黒田 幸英 会員 

（誕生日祝い） 

小林 操 会員 ・ 江口 公晴 会員 

市川 洋和 会員 

 

 

お客様挨拶 

 

米山記念奨学生 陳詩楽（チンシラク） 様 

 皆さん、こんにちは。あっという間に 11月が始まりま

した。先月 10月 27日に川口東 RCから写経例会の

招待を受けて参加しました。住職の写経を拝見し、写

経の準備や手順など教えて頂き大変勉強になりまし

た。卓話終了後には、お経を実際に書き写しました。

お経を書き写すとき、自分の心も少しずつ落ち着い

てきたと感じると共に、達成感もありました。今は、パ

ソコンやスマホでの文章作成が中心になっています

が、実際に文字を書くことも大事だと感じました。 

 最近は夜もすごく寒くなってきたので、皆様お身体

にはご注意してください。ありがとうございました。 

 

委員会報告 

ロータリー財団委員会  新沼 徹 委員長 

今月はロータリー財団月間です。現在の状況をお

伝えします。年次寄付6,296ドル、ポリオプラス1,550

ドルの寄付を頂いております。この状況の中、活動は

むずかしいですが、ご協力よろしく申し上げます。 

 

セミナー報告 

 

 職業奉仕委員会 大島 直幸 委員長 

（職業奉仕部門セミナー報告） 

9月 12日、奉仕プロジェクト 3部門同日開催セ

ミナーが Zoomにて開催されました。 

そのセミナー資料の中で、よく解り難いといわ

れる職業奉仕について、ロータリーを 1本の樹木

に例えた「ロータリーの樹」というものが掲載さ

れていました。それについて私なりの考えを報告

致します。 

「ロータリーの樹」では、木の根（地面）がクラ

ブ奉仕（親睦）、果実がロータリー財団・社会奉仕・

国際奉仕等、そして幹や枝が職業奉仕に例えられ

ています。職業奉仕は会員同士の親睦を土台とし、

果実に栄養を送る幹となります。職業奉仕はこの

https://koshigayakita-rc.jp/
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幹を太くする奉仕です。幹が太くなければ大きな

果実は得られません。 

つまり、職業奉仕とは自身の職業において四つ

のテストやロータリーの目的、そしてロータリー

の行動規範を守りつつ、適正な利益を得て、それ

をもって他の奉仕の原資とすることです。 

社会奉仕の受益者（果実）は他者ですが、職業

奉仕の受益者は自分自身になります。 

ここでよく言われる社会奉仕と職業奉仕の違い

も理解できました。また、大きな木が育つために

はしっかりとした根も必要です。会員同士の親睦

を深め、有益な情報を交換し、それを職業奉仕に

活かせば、さらに幹は太くなっていくと思います。 

 

 

 

青少年奉仕委員会 伊藤 純 委員長 

（青少年奉仕部門セミナー報告） 

10月 28日水曜日、オンライン ZOOMにて開

催され須賀会長と私で参加させて頂きました。 

2770地区関係各位総勢 110名の参加となって

おりました。中里ガバナー、井原研修リーダー、

鈴木青少年奉仕部門委員長からご挨拶がありそれ

ぞれの委員会から発表となりました。 

インターアクトクラブとは、12歳から 18歳ま

でを対象とし主に高校生を中心として福祉、ボラ

ンティア系のクラブ活動を行う。ローターアクト

クラブとは 18歳以上を対象として主に大学生を

中心とした奉仕クラブ活動を行っています。

RYRAとは、年齢制限としては無く青少年指導者

育成プログラムです。 

今年はコロナ過ではありますが、開催予定とし

ております。 

（事前講習）2月 7日（日曜日）、3月 7日（日曜

日）、本講習 4月 11日（土曜日）、12日（日曜日） 

（テーマ）「環境の保全」 

（開催場所）神奈川県 

（卒業式）5月 8日（土曜日） 

以上としています。若手ロータリアン、社員さん

含め多くの参加をお願いされていました。青少年

交換プログラムとしては、やはりホストファミリ

ーを探すのが大変なケースが多く、本プログラム

の重要性等良くご理解いただき、ご協力をお願い

されておりました。 

ROTEX、青少年交換学友のサポート含めロー

タリアンの多くの参加と寄付の上でもご協力をお

願い申し上げご報告とさせていただきます。 

 

 

会長卓話 

 

 須賀 篤史 会長 

『酒場放浪記』 

飲酒が大好きな会長が選ぶ、北越谷付近のおす

すめの酒場を紹介しました。 

会長が独身時代に、特に通っていた酒場を、酒場

の歴史と共に解説をしました。 

今回のご紹介は 4店舗です。 
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●鳥秀 

ここでは煮込み料理が有名です。昔はよく本間会員

と出会っていました。 

 

  

 

 

●雀のやど 

2代目マスターが後を引き継いでがんばっています。

私は紫蘇つくねが好きです。 

 

 

 

 

●花び 

ビールジョッキがとても大きいので小ジョッキがおす

すめです。ダチョウなど珍しいお肉もあります。 

  

  

 

●蹴球酒場 嶋屋 

何回もお店が代わっているため、看板に色々な名

前があります。浦和レッズファンが集まります。 

 

https://koshigayakita-rc.jp/
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『YouTubeチャンネル』では詳しく解説しております。 

 

（参照）越谷北ロータリークラブチャンネル 

 https://youtu.be/z7-ACp_hcIM 

 

 

 

出席報告 

会員数          44名 

出席者          26名 

※オンライン例会のため出席数のみ掲載 

 

 

 

 
11月 15日 

至 川口リリア／YouTube ライブ 

中里G年度の地区大会が 11月 14日・15日に行

われました。会員の参加は 15日になっています。 

新型コロナウイルス感染症対策のため、会場では

アルコール設備やアクリル板、サーモカメラなどの準

備がされていました。また、同時期に YouTube ライブ

で配信も行われました。 

 

アクリル板等で十分な対策がされています。 

 

地区大会が進行しています。 

 

 当日は会場に来られた会員と YouTube ライブで参

加した会員に分かれていました。地区大会お疲れ様

でした。 

https://koshigayakita-rc.jp/

