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会長卓話 

 

須賀 篤史 会長 

皆さん、こんにちは。約 1 ヶ月ぶりの例会となります

が元気にお過ごしでしたでしょうか？ 

2 度目の緊急事態宣言が発令、そして期間が延長

となってしまい今回も ZOOM によるオンライン例会と

なりますが、多くのご参加誠にありがとうございます。 

先日、地区から改めて今年度の例会はオンライン例

会または休会として、リアル開催をするのは避ける旨

の案内がありました。また、6 月に予定していました台

湾国際大会もバーチャル開催になりガバナーナイト

は中止。第 8グループのインターシティミーティングも

3月27日に延期の予定ですが、おそらくオンラインで

の開催となります。色々と残念な話が続きますが、最

近ではこの緊急事態宣言の効果もあってか感染者数

も一時期よりもぐっと減ってきましたし、ワクチン接種も、

もう間もなく始まるという明るい話も出てきました。皆様

引き続きご自愛ください。 

さて、話は変わりますが、今年度の地区補助金を
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「YouTube」でも配信!! 

 

▶ 越谷北ロータリークラブ第 2176回例会 

https://youtu.be/Lo_K2ynIYsw 
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活用した事業であり、45周年記念事業といたしまして

1 月 20 日に書き損じはがき用ポストを越谷市立病院

へ設置してまいりました。 

 
（画像）越谷市立病院 ポスト設置 

大半の方々がご存知の事かと思いますが、今から

20 年前、創立 25 周年の記念事業として越谷ユネス

コ協会を設立しました。その後に市内各所に書き損じ

はがき回収ポストを設置して今回で 6 カ所目になりま

す。年間の回収額は 20～30 万円くらいになっており

世界寺子屋運動等に役立てているそうです。今年度

が始まる前に当時の 25 周年の会長を務めた小林光

則会員と、越谷ユネスコ協会が今年 20周年ということ

もあり、お互い節目の年なので共同で何かできない

かと話し、今回の設置に至りました。ちなみに越谷ユ

ネスコ協会の発行の機関紙「きたみそう」にも掲載さ

れております。また、この地区補助金事業は 7カ所目

となる東武線新越谷駅の構内にも設置する予定です

ので、各所にお立ち寄りの際には是非書き損じはが

きの回収にもご協力いただけたらと思います。 

またまた話は変わりまして、私の業界の話ですが昨

年末から鳥インフルエンザが例年以上に流行してお

りコロナも怖いのですが、こちらも我々にとっては非常

に脅威を感じており、予防対策にはこれまで以上に

徹底をしているところです。昔から感染した渡り鳥が

鶏舎の餌を食べて鶏に感染すると言われていました

が、最近はネズミなどの小動物が感染した渡り鳥やそ

の糞を食べて鶏舎内に侵入して中の鶏に移るとも言

われております。その影響で、最近急激に鶏が殺処

分されたため世の中にタマゴが無くなり、タマゴの相

場が上昇しております。本来この時期は比較的低い

価格なのですが既に 12 月の一番高い時期の価格と

なっております。1点だけ誤解のないようにしていただ

きたいのは、鳥インフルエンザになっている鳥の肉や

タマゴを食べて人が感染した例はありません。渡り鳥

が少なくなる 4月頃までは気を抜けない状態です。 

本日はこの後、新会員の中村さんのイニシエーショ

ンスピーチという事ですので楽しみにしております。

以上で本日の会長挨拶とさせていただきます。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 

（地区より） 

・コロナ禍での例会の開催についてのお願いが届い

ております。 

・ブライダル相談会中止のお知らせが届いております 

・財団ニュースが届いております。 

・2022-2023 年度ロータリー財団奨学生募集のチラ

シが届いております。 

・台湾で予定しておりました 2021 年国際大会・ガバ

ナーナイト中止のお知らせが届いております。 

 

https://koshigayakita-rc.jp/
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（クラブより） 

・第 8Gの例会案内が届いております。 

・第 8Gインターシティミーティングは 3月 27日オンラ

インにて開催されます。 

・国際交流協会より国際交流便りが届いております。 

 

結婚記念・誕生日祝い 

（結婚記念） 

太田 靖彦 会員 ・ 青木 清 会員 

大熊 正行 会員 ・ 星野 敦鋭 会員 

 

（誕生日祝い） 

佐藤 要 会員 ・ 関森 初義 会員 

川島 徹 会員 ・ 星野 敦鋭 会員 

 

 

お客様挨拶 

 

米山記念奨学生 陳詩楽（チンシラク） 様 

皆様こんにちは。近況報告させて頂きます。先週

の月曜日にやっと論文の口述試験が終わりました。

今週の土曜日は最後の論文の発表会があって、最

近は発表会のため色々と準備しています。 

また、先月さいたま新都心から卓話依頼がありチャ

レンジしてみたいなと思い依頼を受けました。元々は

3月1日に行う予定でしたが、コロナの影響でZOOM

になったようです。論文の発表会が終わってから卓話

の準備をしなければならないです。 

皆様もご存知かと思いますが、明後日は中国の正

月です。明日は正月の前の日、大晦日です。例年で

は、帰省ラッシュですが今年はコロナ感染拡大防止

のため、出身地から離れている人々は職場で年越し

をしようと呼び掛けています。周りの友人も家に帰らな

いようになりました。 

コロナの発生から 1年が経ちました。一日も早く世

界の人々が日常の生活に戻れたらいいなと思います。

ありがとうございました。本日もよろしくお願いします。 

 

イニシエーションスピーチ 

 

中村 隆雄 会員 

 会員の皆様こんにちは。越谷北ロータリークラブに

入会致しました中村隆雄と申します。どうぞ宜しくお

願い致します。 

 生年月日 1948年 11月 21日、団塊の世代でござ

います。会社・住まいは越谷 1丁目、市役所近くに住

んでおります。本日はイニシエーションスピーチという

事で、貴重なお時間を頂きました。 

 

＜越谷北 RC と越谷中 RC との関わり＞ 

以前所属していました越谷中ロータリークラブ入会

は、同クラブ山下良雄さんの紹介で入会致しました。

山下さんとは同業で 40年来のお付き合いを頂いて

おります。中クラブ入会は2013年4月。2016年に幹

事、2017-2018年には会長として大変お世話になり

ました。当時北クラブ松井会長、須賀幹事様。また、

北クラブ長谷川会長年度には 8月合同花火例会、他

の年度では東京上野での例会、韓国での世界大会

で同行先導して頂き、韓国のロータリークラブ例会も

https://koshigayakita-rc.jp/
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ご一緒させて頂きました。ありがとうございます。今回、

北クラブ会員の黒田幸英さんと中学生時代に同級生

で入会のお世話になりました。 

 

＜失敗談＞ 

私が会長年度時の失敗体験談を少しお話致しま

す。5月に会社で請負を致しました住宅全体リノベー

ション現場での事、午後 6時ごろ、現場で職人さんが

帰り、工事の進行状況を見に参りました。木造 2階建

ての建物で内部 1階 2階とも床フローリング貼りで仕

上げておりました。私は木造ハシゴを立てかけ、2階

に登っていましたが、途中でハシゴが 1階床へ滑り落

下しました。右わき腹あばら 3本骨折、一部が肺に刺

さりました。落下までは 1秒くらいあったと思います。

私は、後頭部・首・脊髄を打ってはいけないと咄嗟に

判断しました。結果、右に身体をねじり、あばら骨を 3

本折りました。幸い社員さんと 2人で現場に行った事

で大事に至る事無くわき腹骨折で済みました。骨折

後には歩行しようと試みましたが、出来ずに肩をお借

りしていました。その後 9日間独協病院に入院致しま

した。反省になりますが、ハシゴは固定しておかなけ

ればならず、現場で皆さんに迷惑をかけて深く反省

をし、現在は 20%ほどの絶好調でございます。 

 

＜職業と地域について＞ 

職業について少しお話したいと思います。越谷生

まれ越谷育ち、家業（自営、建築・大工）を生業として

います。創業は、江戸の文政。おおよそ 200年を経

過しております。現在は息子、次男と会社を運営して

おりますが、息子で七代になります。 

越谷北方面の公共事業としては、昭和 34年に完

成の大沢町に常設の消防本部建築、木造平屋、屋

根瓦葺外壁モルタル塗り、木材は当時大沢小学校の

解体材を使用して建築し、私も幼くして現場に行った

思い出が記憶に鮮明でございます。消防本部東隣り

に越谷土木事務所がございました。また、手持ち資

料には明治 16年 10月に大沢香取神社の拝殿工事

も大切に保管されています。他には、江戸八丁堀大

西屋倉（中央区）、明治大沢橋（橋梁）を手掛けてい

ます。当時は土木と木で大工職の分野と思われま

す。 

私の世代になってからは、住宅、マンション等リノ

ベーション、民間・公共工事としては越谷、吉川、松

伏、三郷方面に手掛け、埼玉県国土交通省、越谷市

花田苑、東埼玉資源環境内堆肥化施設 2,100㎡、

県発注松伏浄水場など。また、平成 30年に国交省

発注（電子入札）の春日部の金崎にある外郭放水路

の敷地内にあるトイレ棟（木造）の新設をしました。 

 

＜最後に＞ 

お話は最後になりますが、ロータリーでも取り上げ

ております『SDGs』。より良い社会の実現を目指す世

界共通の目標であり、すべての人が意識を持って行

動することが求められております。『SDGs』の取り組

みについても“リスクとチャンス”が両方あると思います。

国や自治体法律規制の意識、企業においてのガバ

ナンス、コンプライアンス、ロータリーで言う高潔性が

非常に不可欠と感じています。このことを重視してい

く事がチャンスとなります。 

これから私もポジティブにロータリーを楽しむ事を

第一に、スキルアップを目指して行きたいと思います。

会員の皆様にご指導を宜しくお願い致します。ありが

とうございました。 

 

 

出席報告 

会員数          46名 

出席者          25名 

https://koshigayakita-rc.jp/

