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会長卓話 

 

須賀 篤史 会長 

本日ここに越谷北ロータリークラブ創立 45 周年記

念例会が開催できましたことに心より感謝申し上げま

す。我が越谷北ロータリークラブの歴史は昭和 51 年

5 月 11 日、越谷ロータリークラブ様をスポンサークラ

ブとして創立以来、多くの方々にご指導とご厚情を賜

り、今年度で 45 年目を迎えることができました。この

45 年間は歴代会長を中心に奉仕の理想を目指し、

また、親睦を大切に楽しく思いやりを持って奉仕活動

に取り組んでまいりました。 

過去のクラブの歴史をたどると創立時 26 名でスタ

ートし、当時から老・壮・青のバランスの取れた楽しい

クラブであったと聞いております。その歴史は本当に

深く、主だった事業としましては、クラブ拡大で越谷

中ロータリークラブ創立。第2530地区浪江ロータリー

クラブ様との友好クラブ締結。積極的な寺子屋建設

活動ならびに越谷ユネスコ協会設立。社会福祉協議
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会への自動車寄贈。東日本大震災時は浪江クラブ

支援ならびに被災地への義援金寄付。浪江クラブ例

会場への記念碑建立。近年では市内中学生を対象

にした越谷 Jr 甲子園野球大会の開催や、越谷市民

まつりでのふわふわスライダーは市民からも周知され

る恒例の事業となりました。市内小学生向けの柔道

大会も行いました。ロータリー財団への寄付もここ 15

年間は毎年 100％達成。また 4 年前の当クラブはじ

めての試みであったグローバル補助金を活用したバ

リ島への支援事業も大成功裏にできました。そして昨

年はクラブとして長期計画であったガバナー輩出とい

う大きな目標を達成する事ができました。 

そして今年、クラブ創立 45 周年の節目にあたりま

して諸先輩方が培ってきたこの北クラブの良き歴史と

伝統を継承して新たな目標を見つけ、これから進み

ゆく令和の新時代を軽やかに適応し、来る 50 周年、

60周年に向け、より魅力あるクラブとなり、ますます発

展していけたらと思っております。あいにくのコロナ禍

で今年度の活動はおろか例会自体も回数の縮小。

本日も記念式典も盛大にできず、食事も出せない状

態ですが、今回は北クラブ 45 回目のバースデーをさ

さやかに、アットホームに過ごしていただけたらと思い

ます。 

 

結びに会員の皆様のますますのご健勝ご多幸を

祈念しまして私の挨拶を終了させていただきます。 

 

幹事報告 

 

関 雄二郎 幹事 

（地区より） 

・財団ニュース 5月号が届いております。 

・感染症対策ガイドラインが改めて届いており、入口

に掲示しております。 

 

（クラブより） 

・第 8グループ各クラブ例会案内が届いております。 

・国際大会の登録ですが本年度はオンラインの開催

になります。会長幹事は登録しましたが、ご参加の

方は各々でマイロータリーより登録お願いします。 

・5月 30日ごみゼロは中止になりました。 

 

記念事業報告 

 
45周年記念実行委員会 小林 光則 委員長 

みなさま、こんにちは。大変ご無沙汰しております。

越谷北ロータリークラブ 45周年記念例会にご出席い

ただき誠にありがとうございます。 

さて、1976年 5月 11日、南越谷パレスホテルにて

第一回の創立総会が開催。昨日 5/11をもちまして創

立 45周年を迎えることができました。 

本来考えていた記念例会とは全く違った例会にな

ってしまいましたが、記念事業においては大変素晴ら

しい業績が残せたと考えております。 

これより創立 45周年における記念事業の報告をさ

せていただきます。 

 

【社会奉仕委員会】 
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 「書き損じハガキ回収ポストの製作及び設置」 

地区補助金を利用。30 万円の予算にて 2 基製作。

最終的には総額 224,000 円 うち地区補助金は

139,100 円です。製作は松井会員と櫻井会員にご協

力いただきました 

12 月 14 日（月）越谷市立病院 正面玄関ホール

に 1基設置。 

3 月 30 日（火）スカイツリーライン新越谷駅構内に

1基設置。 

 

【国際奉仕委員会】 

「グローバル補助金を利用した血液保存冷蔵庫の

寄贈」 

バリ・ダマン RC との共同事業。３県の病院に対し

それぞれ一台、合計 3 台を寄贈。総額約 400 万円 

うち当クラブの支出は 330,750円。 

 

【越谷北ロータリークラブ】 

 「財団寄付」 

越谷北ロータリークラブとして地区ロータリー財団

へ 110,000円（1000 ドル）を寄付いたしました。 

 

 「時計寄贈」 

越谷市新本庁舎竣工にあわせて、敷地内に時計

塔を設置、寄贈する事業。 

各委員会の余剰予算をいただき、250 万円を予算

化し、実行。 

（内訳） 

時計塔 220万円 

45周年記念品製作（ポロシャツ等） 30万円  

 

【45周年記念実行委員会】 

「友好クラブの調印」 

当初、浪江RCの友好クラブである白川RCと友好

クラブの調印を目指し話を進めていましたが、実質的

な打ち合わせが出来ずに断念。 

 

歴代会長紹介 

 

須賀 篤史 会長 

 （歴代会長紹介） 

第 14代会長 青木 清  様 

第 17代会長 稲垣 勝三
しょうぞう

 様 

第 24代会長 岡﨑 勲  様 

第 25代会長 小林 光則 様 

第 27代会長 木村 二夫 様 

第 28代会長 小林 操  様 

第 31代会長 太田 靖彦 様 

第 32代会長 黒田 幸英 様 

第 33代会長 関森 初義 様 

第 35代会長 堀野 眞孝 様 

第 36代会長 宮﨑 敏博 様 

第 37代会長 一柳 昌利 様 

第 39代会長 松﨑 義一 様 

第 40代会長 大熊 正行 様 

第 41代会長 松井 昭夫 様 

第 42代会長 長谷川 真也 様 

第 43代会長 吉澤 晴雄 様 

第 44代会長 小宮山 大介 様 

以上 18名のパスト会長が現在在籍しております。 

会長就任時はそれぞれの熱い思いを込めてリー

ダーシップをとり素晴らしい活動をして下さいま

した。いずれの方々も、現在においても強い存在

感を示し、他の会員へ暖かくご指導やご助言をい

ただいております。今後とも引き続きよろしくお
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願い致します。 

卓話 

 

青木 清 会員 

『クラブ創立 45年を振り返って』 

 チャーターメンバーとして青木会員が越谷北ロータ

リークラブの成り立ちを話してくれました。最初の年度

は、チャーターで本当に大変だったようです。 

1976年 

（昭和

51年） 

5月

11日 

・創立総会 

山口ガバナー 会長 中川隆氏 

会員 26名 

5月

26日 

・RI より加盟承認 

6月

23日 

・承認状がクラブに届いた 

・山口ガバナー公式訪問 

7月

～ 

・新年度 

・会長 中川隆氏「チャーターナイ

トを成功させよう」 

認証状伝達式に向け、準備委員

会を設け、高橋理平ガバナー 

・RI会長マンチェスター二世「奉

仕・ロータリーを私は信奉する」 

 

1977年

（昭和

52年） 

4月

17日 

・国際ロータリー加盟認証状伝達

式 

・越谷市立栄進中学校、準備委

員会を設けクラブ全会員一丸とな

り、このチャーターナイトに向かっ

て頑張る。このチャーターナイトに

沢山のロータリアン関係者を迎え

る為キャラバンを組んで、分区内

のクラブは元より近隣のクラブへ

出席のお願いに行った。 

4月

17日 

前日の雨も止み、天気は良くなり

大勢のお客様を迎え成功裏に終

了することができた。 

ロータリーは素晴らしい組織であり、これからも奉仕

活動を共に行っていきたいとしてお話を締められまし

た。 

 

【感謝状／記念品】 

 

創立以来チャーターメンバーとして、クラブ発展の

ために献身的に奉仕・指導を行ってくださいました。 

 

青木会員、ありがとうございました。 

 

  

・本日、45 周年記念例会よろしくお願いします。青木

さん、卓話よろしくお願いします。 
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須賀 篤史 

・本日、45周年記念例会宜しくお願いします。 

関 雄二郎 

・しばらくぶりの卓話をちゃんとできるかな？ 

青木 清 

・本日宜しくお願いします。45 周年おめでとうござい

ます。50年に向けて頑張りましょう。 

松井 昭夫 

・45 周年記念例会、青木さん卓話宜しくお願いしま

す。コロナワクチン接種予約出来ました。 

堀野 眞孝 

・クラブ創立 45周年おめでとうございます。青木会員、

記念卓話よろしくお願い致します。 

 鈴木 英男 

・本日は記念すべき 45 周年記念例会です。飲食を

伴った宴席でお祝いしたかったですが残念です。 

大熊 正行 

・コロナに負けず、がんばりましょう。 

中澤 伸浩 

・創立 45 周年記念例会おめでとうございます。青木

会員、卓話よろしくお願いします。 

山本 正乃 江口 公晴 今井 英治 

中村 隆雄 

・スマイルのご協力ありがとうございます。 

長谷川 真也 

 

 

 

出席報告 

会員数          46名 

出席者          25名 

出席率          64 % 

 

 

 

 

 

 

本日は「45周年記念例会」でした。 

 

寄贈日に感謝状を頂いていました。 

 

時計塔寄贈時の記念写真です。 

 

時計塔寄贈の感謝状はこちらです。 
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