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会長卓話 

 

須賀 篤史 会長 

皆さんこんにちは。今年度も残すところ今日を含め、

あと 2回の例会となりました。ようやく梅雨にも入りまし

たがいかがお過ごしでしょうか。 

さて、先日私のPCにロータリー財団よりお礼のメー

ルが届きましたので読み上げます。このコロナ禍の中

でも 1900件のグローバル補助金が授与されているこ

とに驚きました。 

おかげさまで当クラブの 45 周年事業のひとつであ

るグローバル補助金事業もまだ細かなことは残ってお

りますが、概ね終わることができました。念のためこの

事業の内容を簡単にご説明いたします。バリ島は献

血が盛んに行われてはいますが、その何割かは利用

する前に腐敗して無駄にしている現状があります。 

そこで、4 年前の松井年度にバリ島内 3 つの県立

病院へ血液貯蔵冷蔵庫を寄贈しました。ですがこれ

ではまだ半分のエリアしかカバーできておりませんで

した。あと 3つの病院へ寄贈すれば、バリ島全地域に

第 2193回 例会記録   No．21 

令和 3年 6月 23日 
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1．点鐘 

2．ロータリーソング  「それでこそロータリー」 

3．ロータリアンの行動規範 

4．お客様紹介 
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渡り血液を新鮮なまま貯蔵することが可能となります。 

海外への事業において、私は問題視してきたのは

壮大なプロジェクトな割には皆さんと共有できないこと

です。これまで途中経過を何度か報告しましたが、ど

うしても伝わりにくいのが現状です。本来ならば、国

際親善旅行として、現地に行き状況を目で見て把握

した上で冷蔵庫の贈呈式へ参加したかったのですが、

残念ながらその願いは叶いませんでした。無事に終

了したとの事で本当に良かったです。その模様は後

ほど本日のお客様の万亀子様からいろいろお話をい

ただきます。 

2770 地区は財団寄付金の寄付額は非常に多く特

に 1人当たりの寄付額は国内でも断トツです。その理

由としては田中作次元 RI 会長や北清治元 RI 理事

が大変多くの寄付をしてくださっているからでしょうが、

それだけではなく各クラブそれぞれが財団寄付に対

してきちんと理解して寄付をしていただいているから

だと思います。ただ、今年度はコロナ禍で寄付額が

少ないと小宮地区財団部門委員長がおっしゃってい

ましたが、おかげさまで当クラブは今年度目標の

10,000 ドル寄付の達成ができました。これは会員全

員以上の額です。コロナ禍で、なかなか例会もリアル

開催が困難なため、賛否がありましたが前期年会費

の中に合わせて納入が可能という方法を取らせてい

ただきました。その後も新沼財団委員長に何度もお

声かけしていただきました。昨年度にガバナーを輩出

して今年度は地区補助金もグローバル補助金も活用

するので、財団寄付の目標額達成は今年度必ずやり

たかった事のひとつです。この件においてはコロナの

せいにはしたくありませんでした。心より御礼申し上げ

ます。 

さてこの財団寄付ですが、事務局の杉山さんに調

べていただきました。当クラブは今年 45 年目ですが、

45 年間で財団寄付総額はおよそ 5,000 万円だそう

です。ポリオプラスを引いて少なく見積もっても 4,000

万円以上は年次寄付をしているはずです。皆さんご

存じの通り、今年度の財団寄付額が 3 年後の年度に

地区補助金の金額が反映されます。今年度の寄付

額が少ないと 3 年後は地区補助金額が減額されてし

まします。3年後の会長さんに恨まれることはないと思

いほっとしております。ですが、それでも地区補助金

は多くても 20～30 万円、大口枠でも 50～100 万円

です。財団寄付を会員全員が寄付しても 100万円以

上になります。45年で 4,000万円です。 

地区補助金だけじゃなくグローバル補助金も使わ

ないともったいないという思いと本日お越しいただい

た万亀子様のご尽力のおかげで無事にできました。

松井年度で約 300万円、今年度で約 400 万円合わ

せてもまだ 700 万円です。簡単ではないのですがま

だまだ 4,000 万円には程遠いのでやるべきだと思い

ます。万亀子さんの所属するバリ・タマンロータリーク

ラブはグローバル補助金事業を過去に何十回も行っ

ているクラブですのでまたお願いするのもひとつです。

新たなところと組むのも自由ですが意義のある奉仕

事業が行えたらよろしいかなと思います。 

本日は万亀子さんにいろいろなお話が聞けるかと

思いますので私の挨拶はこの辺で終わらせていただ

きます。 

幹事報告 

 
関 雄二郎 幹事 

（地区より） 

・2770地区、感染状況についてアンケートの集計

結果が届いております。ロータリアン 2,415名に

対して 20名の方が感染の報告が届いております。 

残念ながら 1名の方がお亡くなりになっており
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ます。 

（クラブより） 

・越谷市市議会議長、副議長交代のご挨拶状が届い

ております。 

 

感謝状 

 

ポール・ハリスフェロー 吉田 実 会員 

 

米山功労者 第 8回マルチプル 青木 清 会員 

 

外部卓話 

 

 バリ・タマンロータリークラブ 

万亀子 イスカンダール 様 

当クラブは、本年度と松井年度の 2 回に渡りバリ・

タマンロータリークラブと共同でグローバル補助金を

活用して、バリ島市内の病院に血液貯蔵冷蔵庫を寄

贈しました。その大きなきっかけとなった万亀子様より

「ロータリー活動について」お話頂きました。 

 

当クラブとタマンロータリークラブとの共同事業です。 

 

寄贈した冷蔵庫にはロータリーロゴが入っています。 

 

トイレ環境未整備地区でトイレ建造をした事業です。 

 

貯水槽作り、衛生的な水の提供をした事業です。 

https://koshigayakita-rc.jp/
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亀を海に還すプロジェクトです。 

 

女性が中心に活動しています。 

 

会場モニターに映像を映し卓話して頂きました。 

 

万亀子イスカンダール様、ロータリー活動（国際奉

仕）について貴重なお話をありがとうございました。 

  

・万亀子様ようこそいらっしゃいました。本日はよろしく

お願い致します。 

須賀 篤史 

・お客様ようこそいらっしゃいました。本日も例会宜し

くお願いします。 

関 雄二郎 

・万亀子様ようこそ。よろしくお願い致します。 

松井 昭夫 小林 光則 髙 瑠美子 

青木 清 大濱 裕広 今井 英治 

・コロナワクチン接種終わりました。１年４か月ぶりの例

会です。長かった！ 

太田 靖彦 

・ワクチン接種２回終わりました。 

堀野 眞孝 

・皆様お久しぶりでございます。須賀会長、関幹事並

びに部門長、理事の方々１年間ご苦労様でした。 

渡辺 裕介 

・お久しぶりです。お客様ようこそ。 

髙橋 忠克 

・本日例会宜しくお願い致します。 

中村 隆雄 

・本日も宜しくお願い致します。 

伊藤 純 佐藤 要 

・世界の人々の平和を祈ります。 

関森 初義 

 

 

 

出席報告 

会員数        46名 

出席者        32名 
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会長卓話 

 

須賀 篤史 会長 

こんにちは。いよいよ今年度最終例会となります。

2020年 7月 1日が水曜日でしたので丸々365日あ

りましたが、今日を迎えほっとしております。 

7月 1日の第一例会からいきなりオンライン例会で

した。ですが、スムーズにオンライン化に移行できた

のは地区でもトップクラスと言われております。オンラ

イン例会は YouTubeで残っておりますので観たこと

がない方はお暇の時にご覧ください。次年度ガバナ

ーもご覧いただき楽しんでいただいていたそうです。 

コロナに関しては、私と関幹事は先日濃厚接触者

になってしまいましたが、感染対策には十分気をつけ

て運営を行ったおかげで会員全員がコロナ感染しな

かった事は本当に良かったと思っております。本来な

らば最終例会はどこか場所を変えて、この後は楽しく

懇親会なのです。非常に残念ですがご理解ください。

実はギャザホールも仮予約していたのですが理事会

で最後まで話し合い、中途半端にお酒なしでやって

も仕方ないし、近い将来色々まとめてやろうという事

になりました。 

この 1年を振り返ってみますと、通常は、年度が始

まるまでの準備が一番大変で始まってしまえばジェッ

トコースターのようにゴールまで走り抜けるものですが、

日々の例会で「今度の例会はどうするのか。やるのか

やらないのか？オンライン？リアル？弁当は？卓話

はどうするの？」という具合で1年間悩みながらでした。

「楽だったでしょ」と良く言われますが、例年にはない

大変さがありました。 

第 2194回 例会記録 

令和 3年 6月 30日 

司会： 酒井 新樹   編集： 近藤 慎悟 

 

会次第 

1．点鐘 

2．ロータリーソング 

「奉仕の理想」 

3．会長挨拶 

4．幹事報告 

5．同好会報告「野球部練習試合の上映」 

越谷北ロータリークラブ 野球同好会 

6．クラブ功労退会者の卓話 

木村 二夫 会員 

岡﨑 勲 会員 

7．出席報告 
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継続事業である Jr甲子園野球大会や市民まつり

ができなかったのは本当に残念でしたが、地区補助

金やグローバル補助金事業はできました。45周年記

念例会もささやかですができました。新聞にも何回か

載せていただきました。 

また、年会費においてですが 1年間理事会でずっ

と協議してまいりました。「例会や事業もできないのだ

から減額するべきじゃないか」という意見もございまし

たが、最終的には通年通りの減額はしないとなりまし

た。そのおかげで市役所新庁舎へ周年事業として時

計塔も寄贈できましたし、次年度へ繰り越しの他、定

期積立金へもおよそ 150万円積立することができまし

た。 

2020年、45周年、東京オリンピック開催などキリが

良く、輝かしい年度にしたいなと思っていましたがこ

の状況で半分くらいですかね。事業はいくつかできま

したが親睦行事がほとんどできなかったのが残念で

す。 

うちのクラブは老・壮・青のバランスが取れています

が老と老、壮と壮、青と青で仲が良いのではなく老荘

青みんながそれぞれ仲良くなってもらいたいと思って

おります。少し前の話ですが、5年前に亡くなった小

河内さんは夕方になると、よく電話をいただきました。

「仕事終わったか？お前、どうせ暇だろ？清藤に 6時

集合な」と。ロータリークラブに入って本当に良かった

なと感じたのはこれだったのではないかと思います。

自分の父親よりも上の人とサシで飲めるようになった

ことです。ロータリーの事はもちろんですが仕事の事、

将来の事、沢山教えていただきました。小河内さんだ

けではなく太田さんや松井さん、小林光則さんとも同

じように仲良くさせていただいております。掲げさせて

いただいた会長提言ですが、ここ数年会員は減る傾

向にありますが、今こそ老荘青の垣根を越えて絆を

深めて未来に向かおうという事で各委員会メンバーも

できるだけ老荘青のバランスを考え構成しました。事

業の前に活発に委員会を開き、その後お酒を飲みな

がら少し頭をやわらかくして話し合う。みんなで事業

を成功させて打ち上げでまた楽しむという一番やりた

かった事ができなかったのは本当に残念です。早くこ

れまでの状態になることを切にお待ち申し上げます。 

さて、この後は関幹事にこの一年を年表にして何

があったかを発表してもらいます。その後に、先日野

球部の練習試合をしたのですが、白熱した非常にい

い試合でしたので、その模様をほんの少し動画をお

流しします。そしてその後に今年度で退会されます木

村さんと岡﨑さんに少しご挨拶をお願いしております。

お二方とも入会 30年以上であり会長も務めその後も

様々な委員長を務めご活躍をされ今日までクラブに

貢献していただきました。ロータリークラブは青年会

議所のように卒業がありません。ご自身で卒業を決め

ないといけません。今回は私の希望でお二人を送り

だす場を設けさせていただきましたので後ほどよろし

くお願いします。 

 

最後になりますが、仕事と両立しながら女房役とし

て頑張ってくれた関幹事をはじめ支えていただきまし

た理事役員、そしてご協力いただきました会員の皆

様に心より感謝いたしまして私の最後の会長挨拶とさ

せていただきます。 

1年間ありがとうございました。 

 

幹事報告 

 
関 雄二郎 幹事 

（地区より） 

・日本のロータリークラブ100年史が届いております。 
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（クラブより） 

・第8Gガバナー補佐、山崎晶弘様より一年間の活動

のお礼のお手紙が届いております。 

・本年度の総括として一年間の活動を発表します。ま

た各クラブ活動も楽しく過ごせた一年間でした。今

後共様々な形で会員の親睦を深め次に繋がる一

年間が無事に過ごせたことを皆様に感謝を込めて

ご挨拶とします。 

一年間ありがとうございました。 

 

同好会報告 

 

野球同好会 川島 徹 部長 

 先日土曜日に北越谷の練習場で行われた試合の

様子を映像で流しました。対戦相手は越谷の税理士

チームです。 

 

 

各選手活躍しているシーンがありました。 

対戦相手との実力も拮抗しており、良い試合、良い結

果を迎えることができました。 

 野球同好会は活発に活動しています。皆様のご参

加をお待ちしています。 

 

クラブ功労退会者の卓話 

 

木村 二夫 会員 

須賀年度、今日初めて出てきました。皆様もご存じ

のように去年の 5月末に脳梗塞で倒れました。悪運

が強く、救急車で運ばれたときにコロナの第一期で、

まだ病床がひっ迫していないときでした。その場でレ

ントゲンや CT スキャンで調べることができまして、頭

の半分が真っ白なことがわかりました。おかげ様で大

した後遺症も残りませんでしたが唯一舌に若干残っ

ています。 

後半、再入会をさせて頂きましたが体力がどんどん

落ちていっていることがわかりました。特に右目が緑

内障ということで 2割程度しか見えない状態になって

しまいました。 

私は、クラブに入って 30年。石川年度に入会しま

して年齢は今 84歳です。その時に辺見さんに誘わ

れロータリークラブに見学に行ったら、その日が入会

日と半分騙された形で入会しました。当日は偶然にも

ガバナー公式訪問で、バッヂまで付けられてしまいま

した。そこからよく 30年保ったなと思いました。続けら

れた理由は、クラブが楽しかったからです。このクラブ

に入って、様々な職業の人に会うこともできて良かっ

たです。 

今は終活をしており色々とやることがあります。一

番は相続問題ですが、使わなくなった物の処分をし

ています。とにかく多かったのが写真です。写真を整

理しながら、思い出を振り返りましたがロータリーの良

い先輩方が皆さん亡くなっていることに気が付きまし

た。この場を借りて、一番お世話になった小林光則さ

https://koshigayakita-rc.jp/
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んにお礼を言わせて頂きます。小林光則さんには公

私共に大変お世話になりました。 

最後になります。本当は皆様と別れるのはつらい

のですが、今日を持ちまして退会とさせて頂きます。

今までありがとうございました。 

 

 

岡﨑 勲 会員 

 まずは 35 年間ありがとうございました。ロータリーに

入り 35年。私は 75歳になったら、すべての役職を終

えて、自分の好きなことをやってみたいということを考

えております。ロータリーにおきまして、色々な思い入

れがありますけど、私はどちらかというと失敗の方が

多くて、成功した思い出は少ないのかなと。ですが、

失敗したおかげで色々と他の団体にも行って、この

会をどうにかして上手く運営していこうと考えることが

できました。 

75 歳になって、様々な役職を終えて今現在。この

場に立たせて頂きました。本当に長い間ありがとうご

ざいました。 

 

 

木村会員、岡崎会員、長い間お疲れ様でした！ 

会長・幹事への感謝 

 

 次年度中澤会長、今井幹事より須賀会長、関幹事

へ感謝の意を表して御礼の花束と記念品が贈られま

した。 

 

須賀年度も終了です。最後の挨拶が行われました。 

 

1年間、お疲れ様でした。 

【2020-2021年度 須賀年度 閉幕】 

https://koshigayakita-rc.jp/
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沢山のスマイルが届きました！ 

 

  

・１年間本当にありがとうございました。 

須賀 篤史 

・１年間大変お世話になりありがとうございました。 

関 雄二郎 

・須賀年度ご苦労様でした。コロナに始まりコロナに

終わる。皆の記憶に残る年度でした。パンデミック

は 100 年に一度の出来事。今年はコロナによって

ロータリーの新しい機会の扉を開きました。須賀会

長、ありがとうございました。 

小林 操 

・須賀会長、関幹事１年間ご苦労様でした。岡崎さん、

木村さんロータリー活動、長い間ご苦労様でした。 

松井 昭夫 

・30 年間お世話になりました。これからも町でお会い

したら「おーい！」と声がけください。 

木村 二夫 

・35年間ありがとうございました。 

岡﨑 勲 

・木村さん、岡崎さん長い間ご苦労様でした。退会し

てからもよろしく！ 

太田 靖彦 

・須賀年度の最終例会、一年間コロナ対策で大変で

したね。ご苦労様でした。 

宮﨑 敏博 

・須賀会長、関幹事、1 年間お疲れ様でした。コロナ

禍で大変な 1年であったと思います。 

鈴木 英男 

・須賀会長、関幹事一年間お疲れ様でした。数年後

にもう一度同じコンビで会長・幹事、是非やってく

ださい。 

大熊 正行 

 

・須賀会長、関幹事。コロナ禍の中、一年間本当にお

疲れ様でした。酒井さん、毎回例会の準備ありがと

うございます。お疲れ様でした。 

中澤 伸浩 

・須賀会長、関幹事、一年間ご苦労様でした。 

小林 光則 

・須賀会長、関幹事、理事役員、会員の皆様、1 年間

お疲れ様でした。お世話になりました。ありがとうご

ざいました。 

伊藤 純 

・至らぬ司会ですみませんでした。一年間ありがとうご

ざいました。 

酒井 新樹 

・須賀会長、関幹事一年間お疲れ様でした。次年度

もよろしくお願い致します。 

中村 隆雄 

・須賀会長、関幹事 1年間お疲れ様でした。クラブ運

営部門で毎月委員会をしたことは、きっといつか良

い思い出になると思います。 

江口 公晴 

・大変ご無沙汰しており申し訳ありません。須賀会長、

関幹事大変お疲れ様でした。 

会田 謙二 

・須賀会長、関幹事、1 年間ご苦労様でした。木村会

員、岡﨑会員、長い間お世話になりました。 

市川 洋和 

・須賀会長、関幹事、一年間お疲れ様でした。 

大島 直幸 

・1年間、お疲れ様でした。 

松﨑 義一 

・須賀会長、関幹事、一年間ご指導ありがとうござい

ました。中澤様、今井様次年度のご指導よろしくお

願い致します。木村さん、岡崎さん今後も変わらぬ

お付き合い宜しくお願いします。 

黒田 幸英 

 

https://koshigayakita-rc.jp/
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・最終例会、一年間お世話になりました。 

青木 清 

・須賀会長、関幹事、1 年間お世話様でした。本日も

よろしくお願いします。 

髙 瑠美子 

・須賀会長、本当にご苦労様でした。 

堀野 眞孝 

・須賀会長、関幹事、一年間お疲れ様でした。世界

平和の為に。 

大濱 裕広 

 

出席報告 

会員数          46名 

出席者          33名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

越谷北ロータリークラブの歴史に刻まれます。 

https://koshigayakita-rc.jp/

