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会長卓話 

 

中澤 伸浩 会長 

皆様、本日は中澤年度第 1 例会ということで沢山

の会員の皆さんに例会参加頂き、誠にありがとうござ

います。 

越谷北ロータリークラブ第 46 代会長を務めます中

澤伸浩です。私は 2008-2009 関森会長年度に入会

させて頂き、ロータリー歴は今年で 13 年目となります。

入会のきっかけは、当時、ちょうど私が独立して法律

事務所を開所する折であり、また越谷北ロータリーク

ラブにおいても弁護士の会員候補者を探しておられ、

入会候補者として浅水パストガバナーから会田会員

へご紹介いただいたことによります。2018-2019 吉澤

年度では吉澤会長のもと、クラブ幹事を務めさせてい

ただき、2016-2017 松井年度では、小林操ガバナー

補佐のもと、ガバナー補佐幹事を務めさせていただ

きました。 

かつて会長職の打診を頂いた際には、未熟ながら

も諸先輩方の姿に倣いながら、何とか会長を務めるこ

とができるかと思っておりましたが、いざ会長年度を
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迎えるという段になると、何という重責を引き受けてし

まったものかと思案に暮れることもしばしばでありまし

た。本来であれば、被選が始まる前の段階で十分な

構想を練った上で被選に臨み、年度の開始へ向けて

準備万端に整えて年度を迎えるべきところ、事前の

構想や計画立案の遅れが尾を引き、少々バタバタ感

の中で、年度を迎えることになってしまいました。 

そのような関係で、今井幹事、出席会場の伊藤委

員長、プログラムの近藤委員長ほか、皆さんに大分ご

迷惑をお掛けしてしまったかと思います。この場を借

りて、感謝申し上げます。何分、最初は不慣れで不

行き届きの点が多々見られるかもしれませんが、皆さ

んが例会やロータリー活動を十分楽しんで頂けるよう

に 1 年間頑張って参りますので、ロータリーの友情の

もと寛大な心で、ご指導ご鞭撻の程どうぞよろしくお

願いいたします。 

 

幹事報告 

 
今井 英治 幹事 

（地区より） 

・2021-2022 年度の管理運営部門における活動資

料として、例会開催状況の確認の案内が届いてお

ります。 

・地区分担金納入の案内が届いております。 

・2021年 7月 1日現在の会員数の確認の案内が届

いております。 

・管理運営部門・クラブ研修リーダー合同セミナーの

URLのご案内が届いております。 

・国際大会のアメリカヒューストンに参加される方はマ

イロータリーにて事前登録をすれば、レートの早期

割引がありお安く登録出来るので、各自でご確認、

宜しくお願い致します。 

（クラブより） 

・浪江町長より、浪江町震災・復興記録誌が届いてお

ります。例会場に置いておくので見てください。 

・前期会費納入のご案内を FAX させて頂きました。

毎月レートが変わりますので、なるべく月末の入金

は避けてください。月が変わる場合は、必ず事務

局にレートのご確認をお願い致します。 

・井谷さんに、謝礼がでています。 

・越谷 RC・越谷南 RC より年度計画書が届いており

ます。 

・中澤会長より、男性にはネクタイ 女性にはスカーフ

を頂きました。 

 一年間、どうぞ宜しくお願い致します。 

 

結婚記念・誕生日祝い 

（結婚記念） 

大島 直幸 会員 ・ 小宮山 大介 会員 

関森 初義 会員 ・ 伊藤 純 会員 

佐藤 要 会員 

（誕生日祝い） 

髙 瑠美子 会員 ・ 一柳 昌利 会員 

吉澤 晴雄 会員 ・ 中澤 伸浩 会員 

櫻井 保彦 会員 ・ 深野 秀樹 会員 
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吉澤 晴雄 副会長 

 誕生日祝い頂きましてありがとうございます。長谷川

委員長の選べる誕生日祝い非常に楽しみにしており

ました。 

 今月 29日で 56歳になります。まだまだ皆様と比べ

ると若造ではありますが、一年一年を大切に、人生を

歩んでいきたいと思います。ロータリー活動も一年間

頑張りますので、皆様よろしくお願いします。 

 

お客様挨拶 

 

Ri2770地区 第 8Gガバナー補佐 

小林 光則 様 

 皆さん、こんにちは。第 8グループのガバナー補佐

としての表敬訪問となりますが、ご挨拶をさせていた

だきます。 

前年度はコロナに始まりコロナに終わるという年度

で、須賀パスト会長も何をどうやって良いかわからな

い一年だったのかと思います。今年はコロナのために

例会を休会することは無いだろうと思います。加えて

親睦や社会奉仕の活動もそれなりに何かをしなけれ

ばならない状況です。そういった意味では今まで以

上に大変な一年になると思います。 

松本ガバナーは変化と成長の年だと、地区のテー

マとして仰っていますが、今まで通りの事から、どのよ

うにやればさらに成長したロータリー活動ができる一

年になるのか。そういう目標がここにまた新しくぶら下

がった一年になろうかと思います。 

私はガバナーとクラブとのパイプ役ですが、皆様か

らのご意見がありましたらいち早くガバナーに伝えて

フィードバックしたいと思います。一年間どうぞよろしく

お願い致します。 

 

 

Ri2770地区 第 8Gガバナー補佐幹事 

大濱 裕広 様 

皆様こんにちは。本年度 IMのホストクラブ、IM

ゴルフの担当ということで皆様にはご協力いただく

こと多々あると思います。一丸となって中澤今井年

度を盛り上げていけるようご協力の程宜しくお願い

致します。 

 

委員会報告 

出席会場運営委員会 大島 直幸 会員 

 来週14日（水）の例会につきましては、ZOOMを使

用しましたオンライン例会としております。お間違いの

無いようご案内申し上げます。また、ZOOM の ID 等

は改めてご連絡致します。 

 また、例会の席次につきまして今年度は月に一回

ご指定席として着席して頂く形を取らせて頂きます。

例会に座られる席をランダムに決めることにより、多く

の会員同士がコミュニケーションを取りやすく、情報
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交換、親睦を深められることをご期待しての指定席と

させて頂きます。7月としましては、再来週 21日（水）

の例会をご指定席での例会と致します。その際は、

当委員会で席次表を作り、入口にて掲示とご案内を

致しますので、ご指定された席へお座り頂きますよう

ご協力の程、宜しくお願い申し上げます。 

 

所信表明 

 

中澤 伸浩 会長 

 皆さん、私のような者が言うと意外に思われるかもし

れませんが、私は、人の人生を左右するものは、もち

ろん、個々の人間の努力というものも一定程度あると

はいえ、それは微々たるものに過ぎなくて、そのほと

んどは、運と縁だと考えています。 

私はもともと、越谷には地縁も血縁も何のゆかりもなく、

私が弁護士登録をして越谷の地で弁護士としての一

歩を踏み出したのも、まったく運と縁によるものでした。

また、私が、越谷北ロータリークラブへ入会したのも、

先ほどお話ししたとおり、運と縁によるものと言えるか

と思います。もし、私が越谷の地で弁護士としての一

歩を踏み出していなかったら、また、もし越谷北ロー

タリークラブに入会していなかったら、私の人生は一

体どんな風になっていたのだろうと考えると、すごく不

思議な気持ちがして、また不安な気持ちにもなりま

す。 

今年度、中澤年度において、「感謝の気持ちを奉仕

につなげよう」という会長提言を掲げさせていただきま

した。これは、我々ロータリアンが、そのような運と縁

に恵まれた機会に対して感謝する気持ちを、他者へ

の奉仕につなげることができるとしたら、それは、本当

に素晴らしく、素敵なことだと考えたからです。 

ただ、同時に、一足飛びに感謝の気持ちが奉仕につ

なげられる訳ではないとも考えます。まずは、このコロ

ナ禍において、ソーシャルディスタンスやリモートで、

少し距離が遠くなってしまった会員の皆さん同士の親

睦を深め、その距離を少しずつ縮めながら、私が先

頭に立って、会員の皆さんに様々な感謝の気持ちを

伝えることで、会員の皆さん一人一人のお力で、地域

社会や世界への奉仕につなげる活動が実現できれ

ばと考えています。 

それには、やはり、楽しい例会、楽しいロータリー活

動というものが不可欠であると考えますので、まずは

会員の皆さんにロータリー活動を楽しんでいただける

よう、努力して参ります。 

1年間どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

今井 英治 幹事 

この度 2021-2022年度クラブ幹事を仰せつかりま

した今井英治です。2010-2011堀野年度に入会させ

て頂き、今年で 11年目となります。精一杯、中澤会

長を支えて務めさせて頂きますのでよろしくお願い申

し上げます。 

さて、現在も昨年度から引き続きコロナ禍の状況が

続いております。残念ながら 3名の退会者が出てしま

い、43 名でのスタートとなりました。コロナ禍の影響で、

各委員会の発足に辺り事業計画において各委員長

には、委員会も開催することがまともに出来ずご苦労

をおかけしました。今年度は中澤会長のテーマであ
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る「感謝の気持ちを奉仕につなげよう」を元に越谷北

ロータリークラブの品格、ロータリアンの品位を多く広

め会員増強に力を入れて行きたいと思います。また、

例会にはオンラインによる ZOOM例会も取り入れ、

効率良く明るく元気な楽しいクラブ運営をしっかりと行

って行きたいと思います。 

我が越谷北クラブは老・壮・青のバランスがとれた

クラブだと言われます。諸先輩方が守られてきたロー

タリーの伝統として「例会出席」をロータリーの活動の

原点として、例会は人格を磨くところと位置付けられ

ています。会員の皆様にはできる限りの例会出席・各

行事への参加・協力をお願いすると共に、ご指導ご

鞭撻の程申し上げ幹事就任の挨拶とさせて頂きま

す。 

まだまだ未熟な私ですが、中澤会長を盛り上げ一

生懸命務めて参りますので、一年間どうぞよろしくお

願い致します。 

 

 

吉澤 晴雄 副会長／公共イメージ部門委員長 

 中澤年度では副会長および公共イメージ部門委

員長という貴重な責務を預かりました吉澤です。 

会長提言「感謝の気持ちを奉仕につなげよう」の

通り、一年間、感謝の気持ちを持って中澤会長を

副会長として支えていきたいと思っております。 

一年間宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

関森 初義 会員組織部門委員長 

 今年度、中澤年度において会員組織部門長を仰

せつかりました関森です。1 年間宜しくお願い致

します。さて、今年度に RI 会長テーマ Serve to 

change lives.「奉仕しよう。みんなの人生を豊か

にするために」を掲げました。それを踏まえ、私

共の委員会、クラブ活性化委員会・会員増強維持

委員会の大黒柱 2本による、クラブの骨組みとし

ての役割を荷うものと感じております。 

 前者の役割として、クラブビジョン、クラブ運

営の中長期的な戦略計画の立案を実践し、なおか

つ人材育成、危機管理、職業分類未充填を参考と

して、会員増強維持委員会との連携を取り推進し

ていくことが重要と考えております。かたや、組

織の体を成す会員数の増強と退会防止策を講じな

がら、次世代を見据えて進めて行きたいと思いま

す。この点においては会員全員の総力を持って、

また Covid-19 に負けずに増強に努めなければな

らないと思います。 

 以上の点から、クラブ運営の基盤となる部会員

の加入推奨、また勉強会を通して会員の資質向上

を目指し最終例会には、会員 50 名となるように

進めて参りたいと思います。1 年間、皆様のご協

力の程宜しくお願い致します。 
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松井 昭夫 クラブ運営部門委員長 

皆様こんにちは。今年度クラブ運営も担当しま

す松井です。よろしくお願いします。 

例会の基本である「クラブ活性の原動力」にな

るよう努めて参ります。 

親睦委員会としましては長谷川委員長のもと、

新型コロナウイルスの中でも会員の親睦を深める

行事の中で『親睦ゴルフ』は、コロナの状況を見

ながら前半 11 月前後、後半 4 月前後には『親睦

旅行』を開催するように計画しております。また、

クラブの同好会にもクラブ活性化の意味を含めて

予算を計上しております。 

出席会場運営委員会では伊藤委員長のもと、出

席率 90％を目標とし、会員相互の親睦を深め楽し

い例会が出来る様に努めて参ります。また、コロ

ナ禍の中なので、前半の第一、第三例会をリアル。

第二、第四例会を ZOOM 例会としますが、状況

を見ながら臨機応変に対応してまいります。加え

て、座席も会員の皆さんと親睦を深める意味を込

めて例会の時に席次表を作成して座席の指定も考

えております。後半は状況を見て、会場運営を考

えたいと思います。 

プログラム委員会としましては近藤委員長のも

と、コロナの中ですが環境の変化に対応しながら

リアル・ZOOMでの開催も想定し魅力ある例会を

開催するためのプログラム作りを行います。ロー

タリー月間には月間のテーマに沿った卓話を取り

入れ、そして皆様が例会に来たくなるような魅力

ある企画をして行きたいと思っています。いずれ

にしましても、このコロナ禍の中での事業ですの

で、色々問題点があるかと思いますが、各委員会

と連携して臨機応変に対応して行きたいと思っい

ますので、今年度宜しくお願い致します。 

 

 

大島 直幸 奉仕プロジェクト部門委員長 

皆様こんにちは。本年度奉仕プロジェクト部門長を

拝命しました大島です。よろしくお願いします。 

本年度は、本間職業奉仕委員長、川島社会奉仕

委員長、松﨑国際奉仕委員長、櫻井青少年奉仕委

員長とそのメンバーと共に奉仕活動を通じてクラブと

地域の活性化に努めて参ります。まだまだ新型コロナ

の影響は残っておりますが、7 月末に、今年は少し形

を変えながらですが越谷ジュニア甲子園大会を開催

できることを嬉しく思います。 

中澤会長の「感謝の気持ちを奉仕につなげよう」と

いう提言のもと、今年は関係各位の安全を第一に考

えながら現状に応じて柔軟に対応し、その中でも最

大限にできる奉仕を考え一年間活動を行って行く所

存です。皆様のご協力をお願い致します。 

 

 

  

・不慣れな点が多々あるかと思いますが、会員の皆さ

んが楽しめるように1年間今井幹事と共にがんばっ

て参りますので、どうぞよろしくお願いします。 

中澤 伸浩 

https://koshigayakita-rc.jp/
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・中澤年度いよいよスタートです。会長を盛り上げてし

っかりサポート出来るよう頑張りますので 1年間どう

ぞよろしくお願いします。 

今井 英治 

・2021-2022年度ガバナー補佐としてお世話になりま

す。どうぞよろしくお願い致します。 

小林 光則 

・中澤会長、今井幹事、一年間よろしくお願い致しま

す。 

大濱 裕広 

・中澤年度おめでとうございます。 

小林 操 

・中澤会長、今井幹事、今年度宜しくお願い致します。

須賀会長、関幹事ご苦労様でした。 

 松井 昭夫 青木 清 

・中澤会長、今井幹事一年間ご苦労様です。私はロ

ータリー歴 30年目に入りました。 

太田 靖彦 

・中澤会長、今井幹事、これから一年間お世話になり

ます。よろしくお願いします。 

市川 洋和 宮﨑 敏博 酒井 新樹 

堀野 眞孝 黒田 幸英 大島 直幸 

・中澤年度の出陣おめでとうございます。小林ガバナ

ー補佐、大濱幹事本日よろしくお願いします。 

関森 初義 髙橋 忠克 鈴木 英男 

関 雄二郎 

・中澤会長、ネクタイありがとうございます。一年間頑

張ってください。 

長谷川 真也 

・中澤会長、今井幹事、1年間頑張ってください。 

須賀 篤史 大熊 正行 松﨑 義一 

・誕生日祝いありがとうございます。 

深野 秀樹 

・誕生日祝いありがとうございます。中澤会長、今井

幹事一年間頑張ってください。 

吉澤 晴雄 

・出席会場運営委員会委員長としてがんばります。中

澤会長、今井幹事、会員の皆様一年間宜しくお願

い致します。 

伊藤 純 

・中澤会長、今井幹事、濃い霧の中の様な船出です

が、中澤会長の知性と今井幹事の粘り強さで 1 年

間宜しくお願い致します。結婚祝いありがとうござ

います。 

小宮山 大介 

・新年度のスタートです。本日の例会宜しくお願い致

します。コロナワクチン接種は終わりました。 

中村 隆雄 

・今年度も宜しくお願い致します。 

佐藤 要 

・スマイルご協力ありがとうございます。1年間宜しくお

願い致します。 

川島 徹 

 

 

 

出席報告 

会員数          43名 

出席者          35名 

出席率          85 % 

 

 

 

会長・幹事就任式も行われました！ 
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