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会長卓話 

 

中澤 伸浩 会長 

先週はオンラインの例会でしたので、本日が本年

度2回目の例会場での例会となります。皆さんとこうし

て直接お会いできるのは大変嬉しいことです。 

年度計画書について、皆様には、お待たせして大

変恐縮でしたが、無事出来上がり、本日皆さんにお

渡しさせて頂きました。マスク姿の写真を表紙に用い

ることには賛否両論の方がいらっしゃるかもしれませ

ん。しかし、私としては、このコロナ禍の経験というの

は、決して一過的なものではなく、われわれ人類の歴

史を語る上で避けて通ることのできない大きな分岐点

となる事象であると考えており、これは是が非でもア

ーカイブとして記録に留めておかなければという思い

があって、マスク姿のフォトジェニックな会員の皆さん

の写真を使わせて頂きました。 

また、裏表紙には、須賀年度において、45 周年記

念として越谷市に時計台を寄贈した際にドローン撮

影した写真を採用させて頂きました。晴れ晴れとした

非常に良い写真だと思いますが、私自身は、この日
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どうしても都合が悪くて参加できず、写っておりません

のでご了承下さい。 

さて本日は、一般社団法人越谷青年会議所理事

長の神代様、専務理事の河上様、ようこそお越し頂き

ました。今日は、是非ゆったりとしたお気持ちで北RC

の例会を味わって頂き、また当クラブのメンバーとも

交流を深めて頂ければ幸いです。お二人とも、今現

在は、越谷青年会議所の重要な役職を務めておられ

るということで難しいのでしょうが、近い将来、当クラブ

のメンバーとして一緒に活動できる日をお待ちしてお

ります。私は弁護士なのですが、私にもせめて何かで

きることがあればということで、ご入会の暁には、初年

度顧問料を 1 年間無料として顧問弁護士を依頼でき

るという特典をつけさせて頂きますので、どうぞよろし

くお願いいたします。 

さて、昨日は小林光則ガバナー補佐、大濱補佐幹

事、今井幹事とともに、中 RC さんへ表敬訪問に行っ

て参りました。中 RC さんの例会は、会員数の関係も

あってか、非常にアットホームな雰囲気です。中 RC

さんのこじんまりしたアットホームな例会もすごく良い

のですが、私としては、やはり、この北RCの活気のあ

る例会が魅力的だと思いますし、皆さんもおそらくそう

感じられると思いますので、今後も、会員の維持増強

を頑張って、活気のある賑やかなクラブ作りに努めた

いと思います。 

幹事報告 

 
今井 英治 幹事 

（地区より） 

・令和 3年 7月 熱海豪雨災害義援金ご協力のお願

いが届いております。会員一人当たり 500 円以上

×会員数、締め切り 8月 27日(金)で受付いたしま

すので、宜しくお願い致します。 

・「第 19回ロータリー全国囲碁大会」のご案内が届い

ております。10月2日（土）に、東京・市ヶ谷の日本

棋院本院で開催いたします。ご参加されたい方は、

幹事今井までお申し付けください。 

・2020 年 7 月～2021 年 6 月までの各クラブ例会実

施状況をまとめた資料が、届いております。 

（クラブより） 

・2021 越谷市民まつり 9/26 開催概要（案）が届いて

おります。葛西用水に、灯籠ランタンを点灯、コロ

ナ禍でも地域で頑張る人たちへ写真・映像・ボード

などで、応援、感謝の言葉を送ります。SDG’sにつ

いて考えるきっかけとして、市内の事業者や団体の

取り組みを撮影・編集してインターネット等で配信

予定です。 

・年度計画書が出来上がりました。二冊ずつ配布させ

て頂きますので誤字、脱字等ございましたら、お申

し付けください。 

・ガバナー月信をポストに、配布させて頂きました。小

林ガバナー補佐のご挨拶が掲載されていますので

ご覧ください。 

・杉山さん、伊丹さんにお給料と、賞与が出ています。

ご苦労様です。 

 

3分間ロータリー情報 

 

須賀 篤史 会員 

 グローバル補助金事業において、2021-22年度か
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ら変更がありました。これまでは 6つの重点分野だっ

たのですが 7つ目ができました。それは『環境』です。 

「天然資源の保全と保護を強化し、環境の持続可能

性を高め、人と環境との調和を促す活動を支援しま

す」とのことです。 

 また、昨年度はコロナ禍で財団寄付額が例年よりも

集まりが悪かったことも影響して、今年度より貰える補

助金額が減少することになりました。具体的には、こ

れまでは DDF(District Designated Fund※地区

財団活動資金)とWF(World Fund※国際財団活動

資金)がイコールでもらえていたものが、WFは DDF

の 80％になってしまうとのことです。昨年度を例にす

ると約 400万円の事業を拠出しましたが、（内訳）

DDF200万円、WF200万円でした。今年度ですと

WFが 80％の 160万円になります。 

 昨年度に申請が通り良かったと思っております。今

後 GCを行う場合は注意が必要になります。 

 

お客様挨拶 

 

一般社団法人 越谷青年会議所  

第 48代理事長 神代 太一 様 

●例会場の御礼 

 皆様こんにちは。本日は越谷北ロータリークラブ様

の例会にお招き頂きまして、中澤会長はじめ皆様に

は大変感謝を申し上げます。また、例会の貴重なお

時間の中ご挨拶の機会を賜り感謝御礼申し上げます。

本日例会にお邪魔させて頂きましたのも越谷青年会

議所のOBでございます深野先輩に「越谷北ロータリ

ークラブ様の例会会場を夜間に JCで使ってみない

か？」との声を頂きました。その後、大変ご尽力を頂き

例会会場をお貸頂けることになったということで御礼

のご挨拶に伺わせて頂きました。 

青年会議所は越谷駅の近く、20名程で会議できる

会場を JCルームとして活用しているのですが、コロ

ナ禍におきまして会議においては9名、その他WEB

ということでハイブリッド会議を行っております。なかな

か皆様の顔が見えず、なんとか全員で理事会や会議

をしたいと想いがあった時に深野先輩に声をかけて

頂き、感謝申し上げるところでございます。 

中澤会長はじめ会員の皆様のご支援ご理解に感

謝をさせて頂きたいと思います。 

 

●越谷市民まつりについて 

 本年度の越谷市民祭りですが、通常通りの開催は

断念することとなりました。しかしながら 2年連続の中

止となれば越谷市民祭りの日も絶えてしまう懸念もあ

ります。また、こんな時だからこそ地域の皆様の笑顔

や元気をどうにか出したいと思い、コロナ対策を念頭

に企画を考えてきました。先日の第 2回越谷市民ま

つり全体会議の方で企画の説明をさせて頂き、団体

の代表の皆様にご理解を頂き、やってみようではない

かと進むことになりました。本年は例年と違う形になり

ますが、ご協力いただければと思います。 

先ほど今井幹事の方からもご説明がありましたが、

四つの柱をテーマに企画を構築しております。未来

に向けた願いを込めた手作りのランタンを作り、越谷

市役所のウッドデッキに飾り付けをしようというプロジ

ェクト。次に、このコロナ禍に疲弊している状況の中で、

色々な人に対するありがとうという気持ちを集めて町

を元気にしようということ。また持続可能な部分として

SDG’sに対する想いを持って行動されている団体・

企業様を紹介すること。そして、市民まつりの歴史を

振り返り、第 1回から今までの思い出ややってきたこ

とをまとめて映像化してみようじゃないかと企画してお

ります。まだまだ企画が煮詰まっている状態ですが、
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何卒越谷北ロータリークラブ様の皆様のご支援とご協

力を頂ければ幸いでございます。 

結びにはなりますが、本年度中澤会長が掲げます

「感謝の気持ちを奉仕につなげよう」のスローガンのも

と、本年度の事業が大成功に終わること、越谷北ロー

タリークラブ様、越谷青年会議所のつながりが強固と

なり、お互いの会のご発展を祈念させて頂きまして私

からのご挨拶とさせていただきます。 

 

委員会報告 

社会奉仕委員会 川島 徹 委員長 

●熱海豪雨災害義援金の案内 

 皆様ご存知の通り 7月 3日の豪雨により静岡県熱

海市で大規模な土砂災害が発生しました。今回の災

害で被害が大きかった第 2620地区静岡・山梨よりガ

バナー名で支援の請求がございました。これから封

筒を回しますのでご支援お願いします。 

 

●第 12回越谷ジュニア甲子園野球大会の案内 

 令和3年7月31日土曜日、場所は越谷市民球場、

集合時間は 8時集合になります。雨天の場合は例会

のみ開催するため集合時間は 9時になります。服装

につきましては 45周年ポロシャツ、ロータリーの白い

帽子、スニーカーでお願いします。 

 

出席会場運営委員会 川島 徹 副委員長 

 当日ジュニア甲子園の開会式が終わりましたら 9時

15分より会議室にて例会を開催しますのでよろしくお

願い致します。なお、出席会場と社会奉仕の委員の

皆様は当日準備がありますので 7 時 40 分集合でお

願いします。 

 

米山記念奨学委員会 新沼 徹 委員長 

 本年度は第 4週に米山の寄付状況のご報告をさせ

て頂きます。本年度の米山記念奨学金の目標金額

は会員一人 25,000 円以上をお願いしたいと思って

います。普通寄付に関しては皆様の会費の中から拠

出させて頂きます。加えまして、特別寄付の部分

20,000円以上を本年度中にご寄付頂けるように推進

していきますのでよろしくお願いします。現在は、27

名の方からの寄付を頂いております。 

 

IM委員会 大濱 裕広 副委員長 

 本日例会終了後、第 1回 IM実行委員会を開催致

しますのでよろしくお願い致します。 

 

会員増強維持委員会 深野 秀樹 委員長 

 例会開始前に合同委員会を開催致しまして、皆様

のボックスの方に入会候補者カードを投函させて頂き

ました。是非、候補者の情報・ご紹介を頂きたいと思

います。お一人様 1 名を紹介して頂ければ我々の委

員会の方でアポイントを取って入会までの案内をしま

すのでご協力よろしくお願いします。 

 

  

・お世話に成ります。よろしくお願いします。 

一般社団法人 越谷青年会議所 

第 48代理事長 神代 太一 様 

専務理事 河上 祐之 様 

・クラブ協議会ご苦労様です。本日も宜しくお願い致

します。 

第 8Gガバナー補佐 小林 光則 様 

・一般社団法人越谷青年会議所、第 48 代理事長神

代太一様、専務理事河上祐之様、ようこそ！これ

からも毎回お待ちしています。本日クラブ協議会よ

ろしくお願いします。 

中澤 伸浩 

・一般社団法人越谷青年会議所、第 48 代理事長神

代太一様、専務理事河上祐之様ようこそ。宜しくお

願い致します。 

今井 英治 
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・越谷 JCの理事長・専務理事様、小林光則G補佐・

大濱幹事補佐ようこそ。 

青木 清 

・青年会議所理事長神代様、専務理事河上様、いら

っしゃいませ。宜しくお願いします。クラブではいつ

でもお待ちしています。 

堀野 眞孝 松﨑 義一 大熊 正行 

江口 公晴 深野 秀樹 伊藤 純 

・お客様ようこそいらっしゃいました。よろしくお願い致

します。本日クラブ協議会宜しくお願いします。 

佐藤 要 関 雄二郎 

・本日クラブ協議会よろしくお願いします。 

須賀 篤史 市川 洋和 宮﨑 敏博 

・青年会議所の皆様ようこそ！須賀さん、A クラスお

めでとうございます。 

大濱 裕広 

・暑中お見舞い申し上げます。 

太田 靖彦 

・大変暑い日が続きますが、本日例会宜しくお願い

致します。 

中村 隆雄 

・結婚祝いありがとうございます。本日クラブ協議会、

小林ガバナー補佐宜しくお願い致します。 

関森 初義 

・誕生日祝いありがとうございました。本日も宜しくお

願い致します。 

髙 瑠美子 

・本日よろしくお願い致します。 

松井 昭夫 

・梅雨が明け真夏の日が続いております。体調を崩し

やすい状況かと思います。くれぐれもご自愛下さい

ますようお願い申し上げます。コロナワクチンはもう

打たれましたでしょうか？早く平穏な日々が戻る事

を願います。 

新沼 徹 

 

出席報告 

会員数          43名 

出席者          32名 

出席率          87 % 

 

 

例会後に中澤年度第 2回クラブ協議会が実施され

ました。 

 

中澤会長が挨拶を行いました。 

 

今井幹事が各委員会の進行をしました。 

 

第 8Gガバナー補佐小林様にご指導頂きました。 
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