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会次第
1．点鐘
2．ロータリーソング

「我等の生業」

3．ロータリアンの行動規範
4．お客様紹介

中澤 伸浩 会長

国際ロータリー第 2770 地区 次年度 G 補佐

皆さん、こんにちは。本日は、国際ロータリー第

（越谷東 RC） 株竹 眞次 様

2770 地区次年度ガバナー補佐株竹眞次様、同補佐

国際ロータリー第 2770 地区 次年度 G 補佐幹事

幹事杉下智様にご訪問頂きました。また、お客様とし

（越谷東 RC） 杉下 智 様

て、春日部南 RC より、次年度会長を務められる伊澤

春日部南 RC 会長エレクト 伊澤 秀雄 様

秀雄様にお越し頂きました。皆様、ようこそ越谷北ロ

米山記念奨学生 王 学朋 様

ータリークラブへお越し頂きました。

5．会長挨拶

さて、先週の例会は GW 明け 1 回目の例会でした

6．幹事報告

が、この間、5/15(日)に、本日お越し頂いた株竹様、

7．雑誌記事紹介

杉下様の所属クラブである越谷東 RC の 35 周年記

8. お客様挨拶

念式典及び祝宴会が催され、当クラブからは、会長・

9. 委員会報告

幹事のほか、来賓として小林操パストガバナーのほか、

10. 事務局卓話「ロータリーと私」

当クラブ理事役員からも、関森さん、大熊さん、松井

11. 出席報告

さん、須賀さん、大島さん、江口さんと多数の会員が

【次回例会案内】 令和 4 年 6 月 15 日

参加されました。3 部構成で非常に充実した内容で、

ロータリーの目的

始めにオープニングとして、叡明高等学校の合唱部

３分間ロータリー情報

による合唱、吹奏楽部による演奏が行われ、幕間に

国際交流「海外との交流」 オーストラリア・ゴールドコスト

は、ロータリークラブの歴史の映像放映、青木伸翁さ
んのスピーチによる越谷東 RC のクラブ及び事業活
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動の紹介などもなされました。式典では、姉妹クラブ

（地区より）

である台湾の RC からのビデオレターなども放映され

・みらいの扉マッチャンネル 5 月号が届いております。

ました。その後、会場を移動してポルティコホールに

後ほど事務局より、メールさせて頂きますので、是

て盛大に祝宴が催され、皆さんと親睦を深めました。

非ご視聴下さい。宜しくお願い致します。

当クラブでも、あと数年で 50 周年という大きな区切

・職業奉仕部門より、職業奉仕部門講演会のご案内

りを迎えることになっています。須賀直前会長が第 45

が届いております。6 月 2 日浦和パインズホテル

代、私が第 46 代、大島エレクトが第 47 代、大濱ノミ

4F にて 15 時より開催されます。テーマは次世代の

ニーが第 48 代の会長となりますので、大濱さんの

エネルギー問題 となっております。各クラブから 1

次々年度の会長が第 50 代というになります。

名以上、3 名までの登録で、5 月 26 日締め切りと

須賀直前会長は、アイディア豊富でロータリーへの

なっております。職業奉仕委員長、ご確認、宜しく

熱い情熱を持った方ですので、きっと昨年の 45 周年

お願い致します。

には多くの想いや企画があったのかと思うのですが、
残念ながら昨年は今年以上のコロナ禍の中でしたの

（クラブより）

で、多くの想いが実現しないままでいらっしゃることか

・越谷南 RC、越谷東ＲＣより、5 月 6 月のプログラム

と思います。来る 50 周年には、是非、須賀直前会長

が、届いております。

からもパワーを注入して頂き、我がクラブでも盛大な

・オブザーバーの小林 巧 様の入会案内・履歴書を、

式典・祝宴が開催されることを期待しています。

掲示板に貼りました。会員の皆様、ご確認、宜しく

本日は、事務局卓話ということで、杉山さん、伊丹

お願い致します。異議申し立てが、無ければ 6/1

さん、井谷さんに卓話を頂戴します。「ここが変だよ、

日の理事会にて承認と致しますので、ご確認、宜し

ロータリー」と題して、いや間違えました、「私とロータ

くお願い致します。

リー」と題して卓話を頂くこととなっています。「ここが

本日の幹事報告は、以上になります。

変だよ、ロータリー」というのは、長谷川さんが提案さ

雑誌記事紹介

れたのでしたか、大変気に入ってしまって、耳から離
れなくなってしまいました。でも本当に、せっかくの機
会ですので、忌憚のないお話しが聞けるのを楽しみ
にしています。本日も皆様どうぞよろしくお願いいたし
ます。

幹事報告

市川 洋和 会員
「パワハラに注意！」（※ロータリーの友 2 月号より）
頭を小突く、悪口を言う、あいさつを返さない、必要
以上にプライベートに干渉する、といったことはパワ
ハラに当たります。
今井 英治 幹事
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相談件数は 2019 年で約 9 万件。この 10 年ほどで約

まず、先日の東 RC35 周年式典では沢山の方にご

3 倍に増加する中で、2020 年 6 月からは大企業にパ

出席いただき誠にありがとうございました。こちら成功

ワハラ防止法（改正労働施策総合推進法）が施行さ

裏に終わり関係者も喜んでいるところです。また、そ

れ 2022 年 4 月からは中小企業にも適用されました。

の前に開かれました小林 G 補佐提案の合同例会。こ

重要な点は、職場でのパワハラ防止のため、雇用管

ちらも成功裏に終わられたということで大変おめでとう

理上必要な措置を講じることが企業に義務化されるこ

ございます。
次年度の事ですが、実は会長幹事会今年 3 月から

とです。
職場において、嫌がらせをしたり身体的もしくは精

第一回目を開きました。細渕次年度ガバナーから各

神的な苦痛を与えたりすることで①優越的な関係を

グループの合同事業を考えて欲しいとの意向を説明

背景にした言動、②業務の適性な範囲を超えている、

させて頂きました。私ども第 8G も何をしようかというこ

③就業環境を害する、という三つの要素を満たした場

とで、会長幹事様には色々審議を頂きましてチャリテ

合にパワハラに認定されます。

ィーコンサートを開催しようということで皆様からご承
諾を頂きました。越谷北 RC 様の被選理事会でもご

さらにパワハラには六つの型があり、身体的な攻撃、
精神的な攻撃、人間関係からの切り離し（隔離・仲間

承認も出ているかと思います。ありがとうございます。

外し、無視）、過大な要求（研修などをしていないのに

合同のチャリティーコンサートを開催するにあたり、

難しいことをさせる）、過少な要求（能力がある人に対

各クラブの考え方を知る必要があります。それは「例

して、明らかに簡単な仕事を与える、仕事を与えな

会扱いにするかしないか」ということです。私どもとし

い）、個の侵害（私的なことに過度に立ち入る）、です。

ては例会扱いにしてもしなくてもどちらでも捉えること

例えば、「給料泥棒だ」「クビだ」といった言葉、他の

ができますが、1 クラブでも例会扱いにするということ

社員の前で叱ることは、業務の適性の範囲ではありま

であれば合同例会として考えた方が良いとも考えて

せん。パワハラは、職場の士気や生産性を下げるだ

います。同時に、合同例会は小林 G 補佐考案の合

けでなく、企業の社会的信用やブランドイメージの低

同例会がありましたのでそれを参考にして考えようと

下、安全配慮義務違反の可能性を引き起こします。

思います。まだ始まっていない年度ですが、これから
実行委員も選出頂きまして素晴らしい合同のチャリテ

お客様挨拶

ィーコンサートを開催できればと思います。私はまだ
次年度の G 補佐として始まっていませんが、次年度
よろしくお願いいたします。

国際ロータリー第 2770 地区 次年度 G 補佐
越谷東 RC 株竹 眞次 様
国際ロータリー第 2770 地区 次年度 G 補佐幹事

次年度ガバナー補佐を務めさせていただくことにな

越谷東 RC 杉下 智 様

った株竹眞次と申します。宜しくお願い致します。
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委員会報告

ては 35 周年式典にご参加ありがとうございました。ま

江口 公晴 副幹事
4 点ほどご連絡させて頂きます。

だ始まっておりませんが、精いっぱいがんばります。

1 点目

今日はここにお邪魔させて頂いて、皆様の非常に朗
らかな環境をひしひしと感じております。今後もご指

本日例会後に被選理事会が行われますのでよろし

導よろしくお願いします。

くお願いいたします。
2 点目
6 月 1 日例会終了後に第 1 回被選クラブ協議会が
行われます。
3 点目
4 月 15 日に開催されました地区研修協議会でお
弁当が足りない事態になりました。当日出席されて
ご自身で昼食を取られた方に関しては返金されま
すので 5 月 31 日までにお申し出ください。

春日部南 RC 会長エレクト 伊澤 秀雄 様

春日部南 RC の次年度会長を仰せつかっておりま

4 点目

す伊澤と申します。本日は、次年度どういうクラブにし

2022-23 年度のロータリー手帳が届いております。

ようかと考えておりまして、勉強の一貫としましてメー

5 冊限定、700 円ですので事務局にお申し付けく

キャップに参加させて頂きました。今後ともよろしくお

ださい。

願いいたします。

事務局卓話

米山記念奨学生 王 学朋 様
皆様こんにちは。今日は皆さんに話したいことは先

伊丹 香織 様

週のバス旅行です。先週の土曜日にバス旅行に参加

皆様こんにちは。いつも大変お世話になっておりま

しました。その日は本当に早起きで朝の 5 時には起き

す。まさか私のような立場の人間が、このような場所で

ました。午前中は天気が良くなく昼まで雨でした。最

話をすることになる日が来るとは夢にも思っておりま

初私たちは三島大社に行きました。神社では結婚式

せんでした。緊張で噛み噛みになってしまうと思いま

が行われていました。次に米山梅吉記念館に行きま

すがご容赦ください。

した。ここで米山梅吉さんの一生について勉強できま

越谷北ロータリークラブにお世話になり、今年で丸
7 年、次年度より 8 年目になります。私が純子さんと同

した。その日は大変勉強にもなり楽しかったです。

じマンション、同じフロアに住んでおりまして、ある日
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純子さんと私の主人がたまたま一緒のエレベーター

と美香さんにバトンタッチしたいと思います。

に乗り合わせ、声をかけていただいたのがきっかけで

ご清聴ありがとうございました。

した。ロータリークラブがどんな団体で、どんな活動を
しているのか、庶民の私はそれまで名前すら知りませ
んでした。国際的な社会奉仕活動を行っているとのこ
とで興味を持ち、ぜひお手伝いさせていただきたいと
思いつつも、純子さんにお仕事の内容を伺い、何より
『定年がないよ』と仰っていただいたのが一番の決め
手でした。当時娘が小学 2 年生で、ちょうどそろそろ
仕事を探そうと考えており、実家がクラブに近く何か
あっても娘を預けられると思い、様々な点でご縁を感

杉山 純子 様

じて即決致しました。そして、当時会長でいらした大

いつも大変お世話になっております。私が北ロータ

熊さんと幹事の会田さんに面接をしていただき、無事

リークラブにお世話になり早くも丸 21 年。何もわかっ

採用となり今に至ります。

ていなかった私をよくぞここまで使っていただいて感

大熊さんには面接で、主婦の仕事が好きなら大丈

謝申し上げます。ありがとうございます。何をお話しし

夫と仰っていただいておりましたが、慣れるまで皆様

ようかと思いましたが、滅多にない機会なので事務局

には大変ご迷惑をおかけし、今でも前任の吉江さん

がどんな仕事をしているかを皆様にお伝えしてみよう

には到底及ばず、またまだ足りないところがたくさんあ

と思います。

ります。ですが、毎年の会長幹事や会員の皆様を始

事務局の出勤…毎週火曜日、水曜日、10 時～15 時

め、純子さんや美香さんが本当に優しくご指導くださ

●通常業務

っているおかげで、いつも楽しくお仕事をさせていた

①文書受付…メール、FAX、郵便 → 会長、幹事、

だいております。

関係委員長への連絡

またお仕事だけではなく、例会ではお客様や会員

②地区、他クラブ、市役所等への連絡…各セミナー、

の皆様の貴重な卓話を拝聴させて頂き、市民まつり

会議、式典の登録、月末月初の報告書など

や野球大会、先日の IM 等のイベントに加え、最終例

③会計業務…例会に向けての出金確認、前週の出

会、クリスマス例会、3 年前には京都への親睦旅行に

金処理。収支報告書への入力、通帳，出納帳の整

まで参加させていただき、また、野球部の市民球場で

理。

のお手伝い等、普通に過ごしていたら経験出来ない

④翌日プログラムの確認…謝礼の有無確認、準備。

ようなことをたくさんご一緒させて頂いて皆様には改

ウエルカムボードの作成。

めまして心より感謝の気持ちでいっぱいです。この場

⑤寄付金の事務処理…領収書作成、PC 入力、送金

をお借りしてお礼申し上げます。いつも本当にありが

明細書作成と地区および各財団への報告。

とうございます。

※帰宅途中銀行にて出金、送金。

これからもクラブの益々の発展と皆様のご健勝、ご

●月初…R の友、ガバナー月信ポストイン

活躍を心よりお祈りしつつ、微力ながら精一杯サポー

●四半期毎…会計さんへ収支報告

トさせていただきたいと思います。今後ともどうぞ宜し

●半期毎…年会費の集金。地区分担金、人頭分担

くお願い致します。では、皆様お待ちかねの純子さん

金、米山普通寄付、R の友購読料支払いと報告。マ
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イロータリーの確認

しい事は何も聞かされないまま、太田さんと例会場に

●随時…人事関係。入退会手続き

来ました。その頃は北越谷の足利銀行 2F が例会場

会長、幹事、各委員会からの要請業務

で、第 10 代会長宮尾三四郎さんの頃でした。1985

概ね以上の通りですが、なかなか予定通りに進ま

年 7 月です。

ずバタバタと何とかこなして 21 年が過ぎたという感じ

初めて例会場に来た時の印象は、身なりのきちんと

です。

された男性たちが整然と座っていて、会場の正面に

貴重な講演や卓話を聞かせていただいたり、旅行

大きな日の丸の旗があって、例会が始まると国家と軍

に連れて行っていただいたり、普通では経験できな

歌にも似たロータリーソングを起立して歌い、登壇し

いことをたくさんさせて頂き、本当に楽しく有意義な時

て発言する前後に旗に一礼する。まだ若かった私に

間を過ごさせていただいています。

は少し奇妙に映りました。心の中で「右翼みたい…」と

皆さんにご迷惑をおかけしないよう頑張りますので、

（すみません）。今回当時の事を思い出しながら、何

これからもよろしくお願い致します。

故、国旗を掲揚して国歌斉唱するのか疑問に思った
ので調べてみました。
第 2 次大戦の開始前後、米国発祥のロータリークラ
ブは米国のスパイではないか、フリーメーソンの一味
ではないかという疑いを持たれて、その疑いを晴らす
ため、国に忠誠を誓う事を示す意味で、例会では国
旗を掲げ、国家を歌い、それが習慣化して今に至っ
たと言うのが通説だそうです。
話を元に戻します。1989 年東ロータリークラブ、

井谷 美香 様

2004 年中島美三郎さんが会長の時、越谷ロータリー

改めましてこんにちは。このような席でお話しするの

クラブにも行くようになり、今も 3 か所で演奏させて頂

は慣れていませんので、失礼なことがあると思います

いています。北で 37 年、東で 34 年、越谷で 18 年、

が、お気づきの点などありましたら後でこっそりご指摘

通産 89 年ですので、ロータリーは完全に私の生活の

ください。

一部になっています。

まず初めに私のお仕事のお話をさせて頂きます。

ロータリーでの演奏は私にとってかけがいのない経

例会場での演奏以外は、ピアノ講師をしております。

験です。ピアノ講師をしているだけではお会いする事

以前は出張レッスンもしていましたが、現在はほとん

のなかった皆様とお知り合いになれた事。奉仕するこ

ど自宅でのレッスンです。今までたくさんの生徒を見

とが特別な事ではないこと、職業奉仕という考え方も

てきました。髙さんのお嬢さん、息子さん、小林光則さ

学び、実践することで充実感も感じることができてい

んのお嬢さん達、太田さんのお孫さん、上床さんご本

ます。

人もレッスンさせて頂きました。

ロータリーが世界規模の会である事で私の視野も

ロータリークラブで演奏させて頂くようになったきっ

広がりました。旅行が趣味なのですが、どんなに貧し

かけは、元北ロータリークラブの会員だった太田洋寿

い国、辺鄙なところに行っても中心部のビルやホテル

さんが声をかけてくれた事によります。母が喫茶店を

にロータリーマークがあったりします。ホテルのエレベ

経営していて、太田さんはお店の常連さんでした。詳

ーターでロータリーバッヂを付けた方とご一緒した事
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“奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために”

RI 会長

があります。所作が優雅で優しく、でも矍鑠（かくしゃ

シェカール・メータ

・次年度ガバナー補佐株竹様、補佐幹事杉下様、春

く）としていて素敵でした。私はロータリアンではありま

日部南 RC 会長エレクト伊澤様、本日はようこそお

せんが、ロータリアンの方にお会いすると親近感が沸

越し頂きました。杉山さん、伊丹さん、井谷さん本

き嬉しくなります。そして話しかけたくなります。

日卓話よろしくお願いします。

普段の例会での演奏は、基本お食事中の BGM

中澤 伸浩

なのでボリュームを抑え、激しい曲は弾かないように

・沢山のお客様ようこそ。本日宜しくお願いします。

しています。季節感を取り入れたり、ジャンルも偏らな

今井 英治

いように心がけています。リクエストがありましたら言っ

・次年度ガバナー補佐株竹様、補佐幹事杉下様よう

てください。できる範囲でお応えして行きたいと思っ

こそ!!次年度よろしくお願い致します。

ています。

小林 光則

私は演奏することが大好きです。好きな事でお仕

・お客様ようこそ。本日宜しくお願いします。杉山さん、

事出来るなんて幸せ者です。そんな機会を与えて頂

伊丹さん、井谷さん、卓話宜しくお願いします。

き感謝しております。ご清聴ありがとうございました。

松井 昭夫 大熊 正行 松﨑 義一
鈴木 英男 関森 初義
・本日も宜しくお願い致します。
佐藤 要
・杉山さん、伊丹さん、井谷さん、本日卓話楽しみで
す。よろしくお願いします。
青木 清
・お客様いらっしゃいませ。どうぞごゆっくり。

ロータリーと共に歩んでくれている皆様より素敵な卓

堀野 眞孝 大島 直幸

話を頂けました。ありがとうございました。

・本日の北ロータリーガールズの卓話楽しみにしてい
ます。
須賀 篤史
・お客様ようこそ。世界平和の為に。
大濱 裕広

・次年度よろしくお願い致します。
RI2770 次年度ガバナー補佐 株竹 眞次 様

出席報告

・本日は訪問させて頂きまして有難うございました。大
変勇気を頂きまして感謝しております。これからも

会員数

43 名

ご指導よろしくお願いします。

出席者

33 名

出席率

80 %

RI2770 次年度ガバナー補佐幹事 杉下 智 様
・本日は次年度自クラブの会長を仰せつかっているこ
とから勉強の為にメーキャップに伺いました。今後
とも宜しくお願い申し上げます。
春日部南 RC 会長エレクト 伊澤 秀雄 様
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