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会長卓話 

 

須賀 篤史 会長 

まだ関東地方は梅雨には入っておらず、暑い日が

続いておりますがいかがお過ごしでしょうか。 

本日も感染予防のため窓を開けておりますが、先

週今井会員のご厚意で全窓に網戸を設置していた

だきました。ありがとうございました。 

 

さて、今週末はバーチャル台湾国際大会のため来

週の例会は休会となりますが、皆さん登録されました

か？本日は国際大会の歴史について少々お話させ

第 2191回 例会記録   No．20 

令和 3年 6月 9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   

「我等の生業」  

3．ロータリーの目的 

4．会長挨拶 

5．幹事報告 

6．委員会報告 

7. 出席報告 

 

 
【次回例会案内】 令和 3年 6月 30日（水） 

須賀年度 最終例会 

例会場：通常例会 

例会日：毎週水曜日 12：30～13：30                                 会      長 ： 須 賀 篤 史 

例会場：越谷市千間台東インペリアルビル 4階                           副  会  長 ： 松 井 昭 夫 

T E L  048（975）9898                                        幹    事  ： 関 雄 二 郎 

F A X  048（977）3741                                        会報委員長 ： 近 藤 慎 悟 

創  立：1976年 5月 11日 

 

 

  

例会終了後 開催 

須賀年度最後のクラブ協議会が実施されます。 
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ていただきます。 

そもそも国際大会とは正式にはロータリー年次大

会と言いますが、その目的は世界中のロータリアンと

親睦を深めることはもちろんですが、ロータリーの運

営方法を決める場であると同時に参加者が著名人の

講演や余興に触れワークショップに参加し、ロータリ

ーリーダーのメッセージを聴くことのできる貴重な機

会となっております。 

第 1回大会は 1910年 8月でした。ポールハリスに

より招集され当時米国内にあった 16のクラブは「ロー

タリー」という名前を共有し、同じような目的を掲げて

いましたが本部や定款はありませんでした。シカゴの

コングレスホテルに集まった約 60名の大会登録者に

ハリスはこう呼びかけました。 

「本大会は私たちが本格的に全米ロータリークラブ

連合会の設立に取り組む機会となります。皆さん一人

ひとりの知恵と協力が必要です。ここで素晴らしい時

間を過ごしましょう。この大会が楽しい思い出となるよ

うに」と。 

ロータリーの初期には大会代議員が定款細則の変

更について議論し、投票を行っていました。しかし会

員数と大会出席者が増えるにつれてこの仕組みも進

化し、1977 年にはロータリー立法機関として規定審

議会を設立。年次大会は友情と親睦を深め 1年間に

成し遂げたことを称え、ロータリーの将来について話

し合う重要な行事として現在も続いております。 

今年で第112回目となります。昨年のハワイ大会に

続きバーチャルでの開催となりますが、頻繁に参加

するのは難しいのでこの機会にぜひ参加してみるの

も良いかと思います。 

本日はこの後、今年最後のクラブ協議会となります。

年度計画書 86 ページの所在地域のところの地蔵橋

とありますが、この地蔵橋は野田街道の私が今住ん

でいる大沢の葛西用水のところです。毎日犬も散歩

コースでつい昨日こんなものを見つけました。 

だいぶ古くさびれており上部には「あぶない」とか

いてある警告の看板です。 

 

よく見ると越谷クラブ、南クラブ、北クラブの名前し

かありません。おそらくは東クラブができる前のものな

のではないかと思われます。北クラブ創立が昭和 51

年、東クラブ創立が昭和 62 年なのでこの間に立てた

のかなと思います。この期間に在籍している会員は青

木さん、稲垣さん、岡﨑さん、小林光則さんですがど

なたか記憶にありますか？昨日はクラブの歴史を感

じたそんな朝でした。 

以上で本日の私の挨拶を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 

（地区より） 

・クラブにおけるコロナ感染者の状況についてアンケ

ートが届いております。 
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（クラブより） 

・本年度の会計の締め切りが迫っておりますので各

委員長はお早めに収支報告お願い致します。 

・会員増強維持委員会より、入会ご案内のパンフレッ

トが出来上がりました。会員増強に向けて会員皆

で共有の程お願い致します。 

 

 

委員会報告 

会員増強維持委員会 市川 洋和 委員長  

 入会のしおりが出来ましたので、皆様のポストに 2

部ずつ入れさせて頂きました。予備も沢山作ってあり

ますので、事務局の方に置いておきます。 

 写真などを多く活用し、事業活動などを分かりやす

く記載してあります。 

 コロナのワクチン接種も始まり、コロナ感染も収まっ

てくると思いますので、会員の皆様には会員増強の

ご協力をお願いしたいと思っております。 

 

会員増強パンフレット（外） 

 

会員増強パンフレット（中） 

  

 

・本日はクラブ協議会よろしくお願いします。 

須賀 篤史 

・本日クラブ協議会よろしくお願いします。 

関 雄二郎 

・本日クラブ協議会よろしくお願いします。 

小林 光則 大熊 正行 市川 洋和 

中澤 伸浩 松﨑 義一 中村 隆雄 

・本日もよろしくお願いします。 

大島 直幸 堀野 眞孝 佐藤 要 

伊藤 純 

・コロナ禍の一日も早い収束を願っています。昨日ワ

クチンを接種してきました。 

鈴木 英男 

・コロナ終息祈る。 

小宮山 大介 

・世界平和のために。本日早退致します。申し訳ござ

いません。 

山本 正乃 

・世界平和の為に。 

堀野 眞孝 関森 初義 

 

 

 

出席報告 

会員数          46名 

出席者          24名 

出席率          63 ％ 
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例会終了後には須賀年度最後のクラブ協議会が

行われました。新型コロナウイルスの影響が続いて各

委員会とも予定通りの活動は困難なものでしたが、そ

のような環境の中でも各委員会は知恵を絞り、工夫を

凝らし活動を行いました。1年間の集大成が発表され

ました。 

 

会長、幹事がクラブ協議会を進行します。 

 

各委員長が１年間の活動を報告しました。 

次年度幹事は真剣に報告を聞いていました。 

 

コロナ環境でも国際奉仕委員会は積極的な活動を行

っていました。 

 

出席会場運営委員長は、今回も撮影を恥ずかしがっ

ていました。 
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