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会長挨拶 

 

大島 直幸 会長 

皆さんこんにちは。本日より越谷北ロータリークラブ

第 47代会長に就任しました大島直幸です。 

今日は第一回目の会長挨拶ということで、簡単な

自己紹介をしたいと思います。 

1980年 55年 3月 10日越谷生まれ、現在 42歳、 

野球でいうと松坂大輔と同じ世代です。 

東越谷小学校・中央中・獨協埼玉高校・東洋大学

法学部中退、2001年に会社設立、2005年に結婚し、

現在高校 2年と中学 2年の息子がおります。 

2008 年、関森年度に当クラブに入会しました。会

社の業務内容は鞄類、主に旅行用スーツケースの企

画・卸売です。 

（主な仕入先） 

中国、インドネシア、日本国内 

（主な得意先） 

イオン、ドン・キホーテ、ヴィレッジバンガード、ロフ

ト、ハンズ、キデイランド、しまむら、サマンサ・タバサ、 

カインズ、ビバホーム、島忠、他専門店 

第 2239回 例会記録   No．1 

令和 4年 7月 6日 

司会： 小宮山 大介   編集： 近藤 慎悟 

 

会次第 

 

1．点鐘 

2．ロータリーソング  「国家君が代」 「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 

彩魂 喝采の会 

会長 田崎 尚樹 様 

6．会長挨拶 

7．幹事報告 

8. お客様挨拶 

9. 委員会報告 

10. 所信表明（会長・幹事・副会長・部門委員長） 

11. 出席報告 

 

 

【次回例会案内】 令和 4年 7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 

部門セミナー報告 

例会日：毎週水曜日 12：30～13：30                                 会      長 ： 大 島 直 幸 

例会場：越谷市千間台東インペリアルビル 4階                           副  会  長 ： 長 谷 川 信 也 

T E L  048（975）9898                                        幹    事  ： 江 口 公 晴 

F A X  048（977）3741                                        会報委員長 ： 櫻 井 保 彦 

創  立：1976年 5月 11日 
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会社の状況はコロナで大変厳しくなっておりますが、

何とか乗り越えていけそうです。 

一年間、どうぞ宜しくお願いいたします。 

 

幹事報告 

 
江口 公晴 幹事 

（地区より） 

・7月のロータリーレートは 136円です。 

・2021 学年度の米山記念奨学生「卒業文集」が届い

ています。 

 

（クラブより） 

・本日皆様宛てに前期会費納入の件 FAX をお送り

いたします。本年度も「会費のみお支払い」と「会費、

米山記念奨学会寄付金、ロータリー財団寄付金を

あわせてお支払い」の 2パターンでお受けいたしま

す。会費、米山、財団をあわせてお支払いの場合

は、事務局より 7月中に送金しなければならないた

め、7月 15日までにお支払いくださいますようお願

いいたします。また、先程申したとおり 7月のロータ

リーレートは 136 円ですが、万一送金がずれ込む

ことに備えて若干多めの額でのお願いとなっており

ますのでご協力のほどお願いいたします。 

・来週 7月 13日は第 2回クラブ協議会を行いますの

で、会員の皆様のご出席をお願いいたします。 

・本日例会終了後に第 1回理事役員会を開催いたし

ますので、対象の方はご出席のほどよろしくお願い

いたします。 

 

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） 

一柳 昌利 会員 ・ 吉澤 晴雄 会員 

中澤 伸浩 会員 ・ 深野 秀樹 会員 

櫻井 保彦 会員 

 

 

 

 

 

関森 初義 会員 

 結婚・誕生日祝いにお祝い頂きありがとうございま

す。わたしごとですけど、結婚したのは意外と遅かっ

たので今年で 35年目です。以前もお話しましたが、

50周年（金婚式）を今後の人生の目標の一つとして、

これからも一生懸命麻雀をやりながら、頭と身体を使

ってがんばろうと思います。本日ありがとうございまし

た。 
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お客様挨拶 

 

彩魂 喝采の会  

会長 田崎 尚樹 様 

 皆さん、こんにちは。先日の最終夜間例会に引き続

きお邪魔させて頂きました。大島会長・江口幹事年度

を華々しくスタートされたことおめでとうございます。 

 先日子どもたちが踊らせて頂きました公演のご案内

をさせて頂きたいと思います。例会前にチラシを配布

させて頂きましたが、チラシの裏側に現代版組踊の

取り組みについてなど書いてありますのでご一読頂

ければと思います。8月 13日の昼・夜の 2回公演に

なっています。通常インターネットでの購入になるの

ですが、本日チケットお持ちさせて頂いておりますの

で、例会終了後に私の方で販売させて頂きます。ま

た、ポスターも持ってきていますので、ご協力いただ

ける方は帰りにお持ち帰り頂ければと思います。 

 

委員会報告 

親睦活動委員会 須賀 篤史 委員長 

 ご案内の通り、本日夕方出陣式予定しておりました

が台風接近のため急遽延期となりました。本日の理

事会で日程を再調整の上、皆様にご案内させて頂き

ます。大島年度の出航を祝って盛大にやりたいと思

いますのでよろしくお願いいたします。 

 

出席会場運営委員会 近藤 慎悟 委員長 

 お弁当発注の精度を向上させたいと思います。例

会を欠席される方、オンライン参加を予定している方

は月曜日 12 時までにクラブ宛てにご連絡ください。  

また、年度報告書の最終頁に欠席届が添付されてい

ると思いますが、新たにオンライン参加の場合も使用

できるようになりますので、併せてご活用ください。 

 

所信表明 

 

大島 直幸 会長 

ここ数年、コロナ禍の要因もあり会員減少が顕著で

す。会員数の減少はクラブの活動量に直結します。

そこで、今年は会員増強を中心に活動していきたい

と考えております。 

今年の会長提言は「クラブの未来を創造しよう」とし

ました。ただ、先を見据えるには過去を振り返ることも

重要と考えます。闇雲に新しい事業を始めるのでは

なく、46人の歴代会長、そしてその会長を支えてきた

会員の皆様が築き上げてきた越谷北ロータリークラブ

の伝統を継承しつつ、当クラブが 50周年にむけて、

そしてそれ以降も発展し続ける為には何が必要かを

考え、行動していきます。 

会員皆様のご協力を重ねてお願いいたします。 

 

 

江口 公晴 幹事 

https://koshigayakita-rc.jp/
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本年度、幹事を努めます江口です。私は 2013-14

年の石川年度に入会しました。まだまだロータリーの

ことを学んでいる身ではありますが、本日この場に立

たせていただいております。 

申すまでもなくクラブの中心は会長であり、また

個々の事業の中心は委員長です。戦国時代に例え

るなら、会長は総大将、そして委員長は前線を指揮

する武将。幹事はクラブが円滑に機能するための存

在、つまり軍師として支える立場なのだろう、と考えて

おります。会長はじめクラブの皆様のよき軍師になれ

るよう、常に平常心を保つことを肝に銘じて幹事の職

務に取り組んでまいりますので、1年間よろしくお願い

いたします。 

 

 

長谷川 真也 副会長 

今年度副会長になった長谷川です。1 年間宜し

くお願い致します。大島会長には、私が会長の時

に幹事として支えて頂きました。今年度はその時

の借りを返したいと思います。微力ではございま

すが大島会長を補佐し副会長として、頑張ります。 

 

 

堀野 眞孝 会員組織部門委員長 

会員組織部門は地区では管理運営部門に属し大

変重要な部門であると認識しております。 

当クラブではクラブ活性化委員会と会員増強維

持委員会の 2委員会で構成されていますが、いず

れの委員会も年度で活動や事業が終了するもので

はなく、前年度の活動や事業を承継することが必

要であり、又、良い意味でのやり残し事業があれ

ばしっかりと引き継ぐことが大切です。そして、

全てが委員会だけの活動ではなくクラブ会員全員

から認識、関心をもってもらい協力をいただくこ

とが肝心です。その事を肝に銘じて努力してまい

ります。 

 

 

関森 初義 公共イメージ部門委員長 

今年度公共イメージ部門・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。 

先ほど、大島会長の所信表明にも述べられてお

りましたが、ぜひとも会員増強を推進したいとの

意向でありました。我がクラブ 50 周年に向けて

その準備は勿論のこと会員数が大きく今後の奉仕

活動に影響はあるとの見解を示されました。会長

の意向を踏まえ当委員会もその責を感じる所存で

す。なぜなら、多くの人にロータリークラブの活

動をより理解してもらうことは重要なおかつ必要

なことと認識致します。 

今年度地区方針に DEI、つまり従来の高潔性と

いう価値観に従い、多様性、公平性、調和をいか

にバランスよく行動できるかが 1つのテーマにな

っています。委員会としてもより多くの人に認知

https://koshigayakita-rc.jp/


週報                       2022-2023国際ロータリーテーマ 

第 2770 地区 第 8グループ                 “イマジン ロータリー” 

           RI会長 ジェニファー E.ジョーンズ 

 

越谷北ロータリークラブ                      

2022-2023 大島直幸会長提言 「クラブの未来を創造しよう」       

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

  5   

 

度が上がり、理解をしていただけるかの内なる広

報、また、外なる広報が重要なカギとなります。 

ここで今年度の 2委員会を紹介いたします。IT

推進・会報委員会は櫻井委員長を中心として、ま

たロータリー情報・雑誌委員会は直前会長の中澤

委員長を軸に 1年間進めてまいります。各委員会

の内容については、クラブ協議会等で随時お話し

してまいります。どうぞ１年間宜しく会員皆様の

ご理解ご協力の程お願い申し上げます。 

 

 

本間 睦人 クラブ運営部門委員長 

今年度、クラブ運営部門長を仰せつかりました

本間です。要の 3委員会（プログラム・出席会場・

親睦）の連携とサポートとを手助け出来るよう 1

年間全力で頑張りますので宜しくお願い致します。 

 

 

大濱 裕広 奉仕プロジェクト部門委員長 

皆様こんにちは。本年度、大島、江口年度の奉仕

プロジェクト部門の部門長を仰せつかりました、大濱

裕広です。部門には職業奉仕委員会深野委員長、

社会奉仕委員会関委員長、国際奉仕委員会渡辺委

員長、青少年奉仕委員会新沼委員長の 4 委員会が

連携をとり活動をして参ります。 

また、大島会長の会長方針の柱にあります、会員

増強にも協力をして参りたいと存じます。環境が許す

限り、各委員会の事業を開催し、会員相互の懇親も

深め会員増強にも努めて参りたいと思います。 

1 年間、皆様のご支援、ご協力を宜しくお願い致し

ます！ 

会長卓話 

 

大島 直幸 会長 

近年、様々な災害が毎年のように発生しています

ので、今年の会長卓話は一部に防災の話を取り入れ

ていきたいと思います。 

防災では一番初めに、自分の住んでいる地域にど

のような災害が発生する可能性があるのかを知る事

が重要です。それを確認するには国土交通省がネッ

ト上で運営している「重ねるハザードマップ」が便利で

す。是非一度、確認してみてください。また、各市町

村では防災ハザードマップというのも作成しているの

で、役所やネットで調べてみるのもいいと思います。 

 

  

・大島・江口年度のスタートおめでとうございます。先

日の最終夜間例会ではお世話になりました。引き

続き、息吹越谷公演のご案内でお邪魔致しまし

た。 

田崎 尚樹 

・お客様ようこそ。本日より一年間、皆様のご協力を

お願い致します。 

https://koshigayakita-rc.jp/
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大島 直幸 

・1年間よろしくお願い致します。田崎様ようこそ! 

江口 公晴 

・中澤直前会長、今井直前幹事、1 年間お疲れ様で

した。大島会長、江口幹事、1 年間よろしくお願い

致します。 

鈴木 英男 渡辺 裕介 

・大島会長、江口幹事、出陣おめでとうございます。

一年間宜しくお願いします。 

今井 英治 

・大島・江口年度のスタート、誠におめでとうございま

す。本年度一年間宜しくお願い申し上げます。 

大濱 裕広 

・大島会長、江口幹事おめでとうございます！1 年間

身体に気を付けて。 

 中澤 伸浩 

・新年度おめでとうございます。 

小林 操 

・大島会長、江口幹事おめでとうございます。一年間

よろしくお願いします。 

太田 靖彦 長谷川 真也 小林 巧 

本間 睦人 佐藤 要 大塚 具視 

新沼 徹 関 雄二郎 中村 隆雄 

須賀 篤史 小宮山 大介 髙橋 忠克 

松﨑 義一 市川 洋和 

・中澤前会長、今井前幹事一年間お疲れ様でした。

大島新会長、江口新幹事、一年間頑張って行きま

しょう。 

大熊 正行 青木 清 

・今年度も宜しくお願いします。中澤前会長、今井前

幹事ご苦労様でした。 

松井 昭夫 

・大島年度、出席会場運営委員長を努めさせて頂き

ます。1年間よろしくお願いします。 

近藤 慎悟 

・誕生日祝いありがとうございます。 

深野 秀樹 

・大島年度の船出を心から喜び申し上げます。また、

結婚祝い親睦さんありがとうございます。 

関森 初義 

・結婚お祝いありがとうございました。 

伊藤 純 

・大島会長、江口幹事 1 年間よろしくお願いします。

誕生祝ありがとうございます。 

櫻井 保彦 

・本年も宜しく同好会の参加をお願いします。 

麻雀同好会 

・世界平和を心から祈ります。 

堀野 眞孝 

 

出席報告 

会員数          41名 

出席者          38名 

出席率          97.5 % 

 

 

例会前に会長・幹事就任式が行われました 

 

 

シャンパンサーベラージュの儀式を行いました 

https://koshigayakita-rc.jp/

