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司会： 市川 洋和

編集： 近藤 慎悟

会次第
1．点鐘
2．ロータリーソング

「君が代」 「奉仕の理想」

3．四つのテスト
4．結婚記念・誕生日祝い
5．お客様紹介
パラトライアスリート 秋葉

須賀 篤史 会長

茂 様

皆さん、こんにちは。例会場でこのように食事をし

6．会長挨拶
7．幹事報告

て、オンラインではなく通常に例会をするのは実に 1

8. 委員会報告

年 2 ヶ月ぶりとなります。出席会場運営委員会さんを
始め、クラブ運営部門の皆さんには本当に感謝いた

9. 外部卓話

します。

「夢を持つ大切さ」
パラトライアスリート 秋葉

先月、緊急事態宣言が解除されて今月より近隣の

茂 様

クラブも例会を再開しております。もう 4 月という事で

10. 出席報告

今年度も残り少ないですが、できる限り例会場で今日
のようにリアル例会を開催する予定です。感染対策と
しましても万全を尽くしておりますのでよろしくお願い
します。
先月 27 日のインターシティミーティングにおきまし

【次回例会案内】 令和 3 年 5 月予定

ては多くのリモート参加をいただき誠にありがとうござ

※新型コロナウイルスの影響を鑑みて理事会に

いました。山﨑ガバナー補佐もくれぐれも皆さんによ

て決定致します。

ろしくお伝えくださいとの事でした。
ご報告ですが、先日地区補助金事業でありまた 45
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周年記念事業でもあります書き損じはがき回収ポスト

（地区より）

を新越谷駅構内に設置してまいりました。1 月の越谷

・2023-2024 年度ガバナー選出の件。

市立病院に続き、無事に設置できたことをご報告い

幸手ロータリークラブ、梨本松男会員が全員一

たします。東武よみうりにも掲載されます。

致で選出されました。

さて、創立 45 周年記念事業としまして新設される

・米山梅吉記念館より、館報が届いております。

時計塔を越谷市役所正面玄関前に寄贈することが

・ロータリー財団学友会よりかわら版が届いてお

決まりました。つきましては 4 月 20 日午後、贈呈後に

ります。

ドローンにて皆さんで記念撮影を行う予定ですので、
多くのご参加をお願いいたします。詳細は後ほどご

（クラブより）

案内いたします。

・抜粋のつづりが届いております。
・第 8G4 月の例会の案内が届いております。

さて本日の外部卓話は、私が以前朝のスイミングス
クールでご一緒しておりましたパラトライアスリートの

・越谷中 RC より IM のお礼状が届いております。

秋葉茂様をお招きしております。目に障害を持って

・訃報ですが、越谷中 RC 初代会長、武藤正雄様

おり、「ガイド」という選手の「目」の代わりとなる伴走者

が昨日お亡くなりになりました。詳細は不明で

にサポートしてもらいながら共にゴールを目指します。

すが、4 月 11 日通夜、12 日告別式越谷斎場に

現在多くの大会で活躍しており、東京パラリンピックも

て執り行われます。改めて FAX します。
・5 月 9 日越谷 RC 創立 60 周年記念例会に、クラ

目指しておりました。トライアスロンは皆さんご存じの
通り、スイム・バイク・ランの 3 種目ですが、そのつなぎ

ブとして 9 名の参加になります

のトランジション（着替えや次の準備）も大切な部分で
す。1 人でも大変なのに 2 人ペアとなるともっと大変な

結婚記念・誕生日祝い

のではないかと思います。ご一緒だったといっても練

（結婚記念）

習中はほとんど話す暇もなかったので知らない事も

稲垣 勝三 会員 ・ 酒井 新樹 会員

多くあると思うので、私も本日は非常に楽しみにして

今井 英治 会員 ・ 新沼 徹 会員

おります。という事で本日の私の挨拶は早めに終わら

（誕生日祝い）

せていただきます。本日もよろしくお願いいたします。

小林 光則 会員 ・ 山本 正乃 会員
今井 英治 会員 ・ 新沼 徹 会員

幹事報告

関 雄二郎 幹事
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ける中でのオープンです。私はベールを脱いだ時
にしか見には行きません。社長としての一つの試
練だと思っています。オープンされたホテルがどの
ようになっているか、自分で感じ取りたいと思ってい
ます。コロナ禍の中で、社会的に大変な時期です
が、皆様ご利用の際はご連絡いただければご案内
したいと思います。お祝いありがとうございます。

小林 光則 会員
誕生日祝い頂きましてありがとうございます。残念な
がら６０代最後の年を迎えることになりまして、来年に
７０になります。毎年増えるのは歳の数と薬の量です
けども、それに負けずにやりたいことをやって、今後と
も頑張っていきたいと思います。
新沼 徹 会員

地区委嘱書

皆様こんにちは。この度はお祝いを頂きましてあり

（2021-2020 年度）

がとうございます。昨年の１１月になりますが、娘が結

第 8G ガバナー補佐 小林 光則 会員

婚して出ていったという感じになります。しかしながら、

国際交流委員

結婚式はこのような状況なので来年の２月に延期とさ

大熊 正行 会員

公共イメージ向上委員長 近藤 慎悟 会員

せて頂いています。皆様のところにきちんとご挨拶を
させて頂いておりませんが、温かい目で見守っていた

クラブよりお祝い

だければと思います。本日は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

年次基金のご寄付のお願いです。コロナの状況が
続いており厳しい環境の中ロータリー活動も手探りの
状況だとは思っております。現状できることとしては、
年次基金のご寄付だと思いますので、ご協力お願い
関森 初義 会員

します。４月のレートですが１１０円で設定されており

皆さん、こんにちは。この度は、４月２０日に三郷駅

ます。是非ともよろしくお願い致します。

前で新しくホテルをオープンすることになりました。
私は代表権を渡していますので、新しい社長が手掛
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水泳はガイドロープを太ももにつけて誘導しても
らいます。

バイクは二人乗り（タンデムバイク）です。ペ
パラトライアスリート 秋葉 茂 様

ダルも連動するようになっています。

スライドを使用して、パラトライアスロンについてのご
説明からしていただきました。

ランも伴奏紐を使います。ガイドロープは手に付け
て一緒に走ります。

実際にレースで使用するガイドロープの体験を大
濱会員が行いました。

最初は一人で参加、バイクで熱中症になりリタ
イアしたそうです。レース参加者の方が通過する
ときに応援の声をかけてくれたことが新鮮で嬉し
かったとのことです。
スイム・バイク・ランの３種類があり、ガイドの
方がすぐ近くにいます。

サッカーで大敗を続けていました。最後の大会
で参加しましたが、骨折の影響でコートに入るこ
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とができませんでした。

自分の夢を考えるようになり、考えの深堀をしたよう
です。たどり着いたのが小学校の卒業文集で「オリン

松井 昭夫 会員

ピックで金メダルを取りたい」と書いていたことでした。

質問「どのくらいお金がかかる？」
答え「アジア選手権では１００万円弱のようです」

■質疑応答

小宮山 大介 会員

須賀 篤史 会長

質問「ガイドさんはどうやって探しますか？」

質問「ランは１ｋｍ何分ですか？」

答え「一人一人声をかけていきました」

答え「1km を３分 55 で走れたら良いと思っています」

大熊 正行 会員
質問「ガイドさんとは雇用関係にあるのですか？」

貴重なお話をありがとうございました。アジア選手

答え「プロに頼むときはこちらが負担しています」

権頑張ってください！
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・みなさん、お久しぶりで！お元気ですか？
中澤 伸浩
・皆さん、大変お久しぶりです。秋葉様ようこそ。本日

・息子と娘が明日入学します。元気に育ってほしいで

はよろしくお願いします。

す。
須賀 篤史

深野 秀樹

・皆様、本日例会宜しくお願いします。秋葉様、卓話

・結婚記念ありがとうございます。

宜しくお願いします。

今井 英治
関 雄二郎

・お久しぶりです。誕生日祝いありがとうございます。

・こんにちは。健康に気を付けましょう。ちょっと遅刻し

山本 正乃

ました。

・世界平和の為に。
小林 操

関森 初義 大濱 裕広

・お久しぶりです。本日よろしくお願いします。お客様
ようこそ。
小林 光則 松井 昭夫 市川 洋和

出席報告

髙橋 忠克 佐藤 要 青木 清
・誕生日祝いありがとうございます。
小林 光則

会員数

46 名

出席者

29 名

・久しぶりにスマイルします。社会奉仕委員会の皆さ
ん、お仕事しましょう。
大熊 正行
・皆様、大変ご無沙汰致しております。まだまだ厳し
い状況が続いております。ご自愛くださいますよう
お願い申し上げます。年次基金ご寄付のお願い申
し上げます。よろしくお願いします。本日もよろしく
お願い申し上げます。
新沼 徹
・皆さんお久しぶりです。コロナ禍の一日も早い収束
を願っております。
鈴木 英男
・不動産賃貸仲介事務所でクラスター発生。我々も充

例会場には、アルコール消毒スタンドがありました。

分注意します。本日早退。

大熊会員が段ボールで作ってくれました！
堀野 眞孝

・お久しぶりに拝見する皆様のお姿に嬉しくなりまし
た。今後ともよろしくお願い致します。
黒田 幸英
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