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会長卓話 

 

中澤 伸浩 会長 

皆さん、こんにちは。先月は、ガバナー公式訪問か

ら始まって丸々1か月間オンラインでの例会となりまし

たので、皆さんとこうして例会場での例会でお会いす

るのは1か月ぶりとなります。皆さんお元気だったでし

ょうか。齊藤様、本日は遠方よりご足労頂きまして誠

にありがとうございます。卓話どうぞよろしくお願いい

たします。 

1 か月間オンラインでの例会が続き、本日は久々

の例会場での例会ということで、段取りや準備に感覚

が戻らないことが多く、これに加え、午前中から IM実

行委員会、会員組織部門合同委員会などが開催さ

れまして慌ただしく開会点鐘を迎えることになってしま

いました。オンラインからのリアル化にも少々リハビリ

が必要だということで、どうかご容赦下さい。 

さて、まずはこの1週間の振り返りから入っていきた

いと思います。 

まずは、先週 9/29(水)には、親睦ゴルフが開催さ

れました。親睦活動委員会長谷川委員長、ご尽力あ

第 2207回 例会記録   No．10 

令和 3年 10月 6日 

司会： 伊藤 純   編集： 近藤 慎悟 

 

会次第 

1．点鐘 

2．ロータリーソング  「君が代」 「奉仕の理想」 

3．四つのテスト 

4．結婚記念・誕生日祝い 

5．お客様紹介 

宇都宮ロータリークラブ 

有限会社アップライジング 代表取締役  

 齋藤 幸一 様 

6．会長挨拶  

7．幹事報告 

8. 委員会報告 

9. 外部卓話 「人間力経営アップライジングの軌跡」 

10. 出席報告 

 

 

【次回例会案内】 令和 3年 10月 20日 

ロータリーの目的 

ロータリアンの行動規範 

雑誌記事紹介 

外部卓話「看取り士として、石川圭子として」 

講師：（株）こたか 代表取締役 石川圭子様 

例会日：毎週水曜日 12：30～13：30                                 会      長 ： 中 澤 伸 浩 

例会場：越谷市千間台東インペリアルビル 4階                           副  会  長 ： 吉 澤 晴 雄 

T E L  048（975）9898                                        幹    事  ： 今 井 英 治 

F A X  048（977）3741                                        会報委員長 ： 黒 田 幸 英 

創  立：1976年 5月 11日 

 

https://koshigayakita-rc.jp/


週報                       2021-2022国際ロータリーテーマ 

第 2770 地区 第 8グループ                 “奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために” 

               RI会長 シェカール・メータ 

 

越谷北ロータリークラブ                      

2021-2022 中澤伸浩会長提言 「感謝の気持ちを奉仕につなげよう」       

ホームページアドレス https://koshigayakita-rc.jp/      

  2   

 

りがとうございます。 

 

親睦ゴルフでは、参加会員に「END POLIO 

NOW」の赤 Tシャツを着て頂き、PR活動を実施して

頂いたほか、ポリオ募金を実施して頂きました。10/24

は世界ポリオデーということで、当日の活動を具体的

にどうするかについては、本日開催される理事役員

会で決定される予定ですが、現時点では、越谷駅東

口ツインシティ・オーロラビジョンにて「END POLIO 

NOW 越谷北 RC」の動画を放映して PR を実施す

ることが確定しています。加えて、親睦ゴルフにおけ

る赤 Tシャツでの PR と募金活動を実施しております

が、親睦ゴルフ未参加の会員においても是非ポリオ

募金に協力頂きたく、本日より 10/20の例会までの間、

例会にて、会員からの募金活動を実施します。ご協

力の程、どうぞよろしくお願い致します。 

そして、9/26(日)からは、第 46 回越谷市民まつり

～Try to Sustainable City ということで、会員の皆さ

んから応募頂いたメッセージを記載したランタンが掲

出されました。 

 

籠染灯籠ランタンについては、光が灯され越谷市

役所脇のウッドデッキに飾られ、段ボール製ランタン

については、越谷市中央市民会館 1階ロビーに掲出

されました。皆さんにおかれてもご覧頂けましたでしょ

うか。 

 

それぞれ、なかなか趣があって、壮観であったと思

います。 

 

会員皆様と、獨協埼玉インターアクトクラブの皆さ

んのご協力に感謝申し上げます。また、第 46回越谷

市民まつり～Try to Sustainable Cityには、「ありが

とうプロジェクト」と題して、0 歳～100 歳の越谷市民

の皆さんの写真とメッセージを大きなポスターとして

作成掲示するというプロジェクトがあり、協賛団体とし

て当クラブ会長宛に掲載依頼があり、僭越ながら、私

の写真とメッセージを掲載してもらいました。「END 

POLIO NOW」の赤Tシャツを着た私の写真とともに、

「クラブの皆さんへ～温かい友情と固い絆に心からあ

りがとうございます。」とのメッセージを込めさせて頂き

ました。 

 

ということでコロナ下ではありますが、創意工夫をも

って、ロータリー活動は継続して参ります。会員の皆

さんのご協力とご理解をどうぞよろしくお願いいたしま

す。 
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幹事報告 

 
今井 英治 幹事 

（地区より） 

・地区大会のご案内が届いております。11月 13日

（土）・14日（日）に開催されます。「会員 100％の

ご登録及び当日のご来場を心よりお待ち申し上げ

ます」との事ですので、皆様ご参加宜しくお願い致

します。 

・青少年奉仕部門セミナーのご案内が届いておりま

す。10月 29日（金） 18：30～ZOOMオンライン

にて開催となっておりますので、ご担当の方は、宜

しくお願い致します。 

・財団ニュースが届いております。掲示板に貼ってあ

りますので、ご確認、宜しくお願い致します。 

・公共イメージ部門より10月24日トレインジャックプロ

ジェクト「ポリオ根絶ウォークラリー」のご案内が届い

ております。 

・ 地域社会の経済発展月間リソースのご案内が届

いております。 

・You Tube動画「みらいの扉まっチャンネル第 4号」

のご案内が届いております。後で、事務局からメー

ルしてもらいますのでご覧ください。 

・社会奉仕部門より、ピンクリボン運動（乳がん検診）

ですが、ピンクリボンバッジを各クラブへ会員数分

お送りしますとの事です。届き次第皆様に配布させ

て頂きます。 

 

（クラブより） 

・越谷中RCさんより、10・11月のプログラムが届いて

おります。 

・浪江 RC より、年度計画書が届いております。 

・米山功労者の感謝状が、13 名に届いております。

後ほど会長からお渡しさせて頂きます。 

・ロータリーの友と、米山月間の資料が届いておりま

す。各自のロッカーに配布させて頂きましたので、

お持ち帰りください。ロータリーの友に、須賀会員

の川柳が掲載されましたので、是非ご覧ください。 

・本日、例会終了後 第 4 回理事役員会がございま

す。13：45分位から開催したいと思いますので、理

事役員の方は宜しくお願い致します。 

 本日の幹事報告は、以上になります。 

 

結婚記念・誕生日祝い 

（結婚記念） 

須賀 篤史 会員 ・ 関 雄二郎 会員 

堀野 眞孝 会員 ・ 一柳 昌利 会員 

会田 謙二 会員 ・ 小林 操 会員 

長谷川 真也 会員 ・ 深野 秀樹 会員 

 

（誕生日祝い） 

吉田 実 会員 ・ 酒井 新樹 会員 

伊藤 純 会員 ・ 近藤 慎悟 会員 
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小林 操 会員 

 結婚祝いありがとうございました。今年はすっかり結

婚記念日を忘れていました。今までを思い返すと奥さ

んに感謝の気持ちを忘れてはいけないと感じます。こ

の歳になり、ますます奥さんのありがたみがわかるよう

になりました。10月 19日は家で何かやりたいと思い

ます。今日はありがとうございました。 

 

表彰 

（米山功労者） 

【第 1回】          伊藤 純 会員 

【第 2回】 大濱 裕広 会員 ・ 須賀 篤史 会員 

髙橋 洋一 会員 ・ 本間 睦人 会員 

【第 3回】 佐藤 要 会員 ・ 長谷川 真也 会員 

松井 昭夫 会員 ・ 吉澤 晴雄 会員 

【第 6回】          堀野 眞孝 会員 

【第 8回】          小林 光則 会員 

 

委員会報告 

ロータリー財団委員会 小宮山 大介 委員長 

 今月のレートは 112 円です。若干円安になりました。

大半の方にお納めいただいていますが、まだの方は

よろしくお願い致します。 

 

ロータリー情報雑誌委員会 須賀 篤史 委員長 

 今月のロータリーの友（P59）に、越谷北 RC から掲

載されることとなりました。掲載には 2 か月ほど掛かり

ます。引き続き、皆様の素晴らしい詩を募集していま

すのでよろしくお願い致します。 

公共イメージ部門 吉澤 晴雄 委員長 

 10 月 24 日はポリオデーになっております。それに

先立ちまして先日の親睦ゴルフで参加者に募金をし

て頂きました。募金ボックスを皆様に回しますので、

募金の方よろしくお願い致します。 

 

外部卓話 

 

有限会社アップライジング 

代表取締役 齋藤 幸一 様 

『人間力経営アップライジングの軌跡』 

  SDGsを踏まえて人間力で経営するアップライジ

ングの軌跡をお話して頂けました。※齋藤様はロータ

リーの友 7月号にも特集として掲載されています。 
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 齋藤様はプロボクサー時代から経営、その紆余曲

折をスライドでお話されました。 

 

齋藤様、大変参考になるお話をありがとうございま

した!! 

 

 

  

・齋藤様、ようこそお越しいただきました。本日卓話ど

うぞよろしくお願いします。会員の皆様、久々に例

会場でお会いできてうれしいです。 

中澤 伸浩 

・アップライジング代表取締役齋藤様ようこそ。本日

卓話よろしくお願い致します。 

今井 英治 

・本日例会場での例会、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。おかげ様で結婚 3

年目革婚式です。諸先輩方を見習い、3 年目の浮

気をしないよう気を付けます。 

須賀 篤史 

・斎藤様、卓話宜しくお願い致します。 

伊藤 純 

・誕生日のお祝いありがとうございます。 

 近藤 慎悟 

・結婚記念日お祝いありがとうございました。結婚して

48年になります。 

堀野 眞孝 

・久しぶりの実例会？ですね！！ 

小林 光則 

・誕生日祝いありがとうございました。本日宜しくお願

いします。 

松井 昭夫 

・9月の結婚祝いありがとうございました。おいしく頂き

ました。 

髙 瑠美子 

・世界平和のために 

宮﨑 敏博 

・10月 24日世界ポリオデー、宜しくお願いします。 

小林 操 

・ロータリー財団寄付、皆様のご協力ありがとうござい

ます。 

小宮山 大介 

・久し振りの例会出席です。 

青木 清 

・結婚祝いありがとうございます。 

深野 秀樹 

 

出席報告 

会員数          43名 

出席者          32名 

出席率          78 % 
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