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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．ロータリーの目的
4．お客様紹介

中澤 伸浩 会長

株式会社エクシブツアーズ 代表取締役

皆さん、こんにちは。

（大宮シティ RC） 横島 勝一 様

本日は、大宮シティ RC 所属で株式会社エクシブツ

A‵sway PTY LTD コーディネーター兼 事業部長

アーズ代表取締役横島様、ようこそお越し頂きました。

アダム・コットラル 様

今回、当クラブ国際奉仕委員長でプログラム委員の

米山記念奨学生 王 学朋 様

松﨑会員と横島様のご尽力により、オーストラリアとオ

5．会長挨拶

ンラインでつないでという例会企画が実現することに

6．幹事報告

なりました。本当にありがとうございます。

7．3 分間ロータリー情報

さて、横島さんには、ドイツハンブルグ国際大会ツ

8. お客様挨拶

アーでも大変お世話になりました。あのときは横島さ

9. 委員会報告

んにわがままを言ってしまったのでしょうか、通常ツア

10. クラブ細則改定について

ーとショートツアーをご用意頂き、私と松井さんと松﨑

11. 国際交流 オーストラリア・ゴールドコースト

さんと数名は、ショートコースで参加させて頂きました。

12. 出席報告

確か、現地で 2 泊くらいであったでしょうか。2 泊と言
っても到着したのが夕刻で、皆でビールと確かデリバ

【次回例会案内】 令和 4 年 6 月 29 日

リーのピザか何かをつまんだような感じで、長旅の疲

中澤年度最終例会

れもあり程なく就寝という 1 泊目。翌日、国際大会に

場所：ギャザホール マカロン

参加するとともに、少々観光地を巡ったりして、夜ガ
バナーナイトに参加して、バスに乗ってホテルに戻っ
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て就寝しての 2 泊目。翌日にも少々観光地を巡り、そ

よく映画や小説には、「問題作」というのがあります

の後は本隊とは分かれて空港に赴き帰国の途にとい

よね。「衝撃の問題作！」とか、「賛否両論の問題

うような旅程であったかと思います。横島さんが、普通

作！」といったものが。まさに本日の例会は、こういっ

は組まない旅程ですよとおっしゃられましたよね。本

た紆余曲折を経ての「問題作！」と言えるかもしれま

当にお世話になりましたが、私にとっては印象深くて、

せん。私も、会長年度のもっと早い時期に、今日のよ

このような日程でドイツまで来られて観光地を巡れる

うな、進行がどうなるか良く分からないような例会が訪

のかと衝撃を受け、これなら私のような仕事の日程の

れたならば、もっとドキドキしていたかと思うのですが、

人でも助かるなあと思いました。

私の会長年度の例会も本日も含め最終例会を含め

今回も、横島さんあってのこの企画となった訳です

て 3 回となり責任感も大分薄くなり（笑）、まあこんな例

が、ここに来るまでには紆余曲折がありました。実は、

会があってもいいかと、結構落ち着いていることに我

最初はオーストラリアのゴールドコーストにあるロータ

ながら驚いてしまいました。

リークラブとオンラインでつないでという企画でした。

何分、初の試みには失敗もつきものですので、皆

松﨑さんや私としては、オーストラリアのロータリアン

様、今日は寛容の精神で例会を楽しんで頂き、もし

の方々とカジュアルに会話を楽しむ感じと捉えていた

心から楽しんで頂けたならば、中澤年度の例会として

のですが、先方では、日本のクラブから今回このよう

記憶に留めて頂き、もし残念な結果に終わったなら

なお話しが来たと言うことで、正式に理事会で審議さ

ば、間もなく来る大島年度の記憶できれいに上書きし

れ、当方に対し将来友好クラブ関係その他の交流を

て頂ければ幸いです。

持つ可能性はあるでしょうかとか、将来先方の例会場

ということで、松﨑さん、横島様、そして会員の皆様、

を訪問する予定はあるでしょうかなどと言った質問が

この後のオンライン企画をどうぞよろしくお願いいたし

寄せられるに至りました。話が大きくなってしまったの

ます。

ですね。私どもとしては、今回の例会企画では、その

本日も皆様どうぞよろしくお願いいたします。

ような趣旨を想定しておらず、理事会でも、そのような
審議もされておりませんでしたので、私がお手紙を 5
枚くらい書いて、近藤さんから少々長すぎますよと言

「会田会員 退会のご挨拶」（※会長挨拶付記）

われて 3 枚に削り、横島さんに英訳して頂き、先方の

皆様へすでにご報告のとおり、会田会員が本年度

クラブさんに、今回の趣旨はこういうことであって、大

で退会されるということになりました。私としては、会田

変申し訳ないのですが、将来の友好関係を視野に入

さんに是非気軽に最終例会にお越し頂き、最後とも

れたものではなく、もっとカジュアルなものでしたという

に親睦を深めてお別れをと思って、会田さんとお話し

ことをお伝えして、オーストラリアのロータークラブとつ

をしております。しかし、会田さんは最終例会に出る

ないでのオンライン例会というのは一旦解消ということ

のはなかなか心苦しく、また感極まってしまうかもしれ

になりました。そこで、今日は横島さんがよく知ってい

ないからとおっしゃられ、本来は例会で皆様へご挨拶

らっしゃる方で、オーストラリアで現地コーディネータ

をすべきところではありますがということで、この度、会

ーなどのお仕事をされている Mr.アダム・コットラル様

田さんから、退会にあたっての皆様への言葉を綴っ

とオンラインでつないでお話しを伺うとともに、皆様か

たお手紙をお預かりしましたので、この場を借りて代

らも気さくに色々なことを質問してみようという運びと

読させて頂きます。

なりました。
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幹事報告

『ご挨拶』 著 ： 会田 謙二 会員
例会の貴重なお時間を頂きありがとうございます。
ロータリーでは、先輩方のご指導の下に例会、奉仕
活動や親睦活動をさせて頂き、人との出会いや学ば
せて頂く機会を得られ、充実した楽しい時間を過ごす
ことが出来ましたが、数年前の大熊会長年度で幹事
をさせて頂いた頃から、仕事の都合でロータリー活動
をすることが困難な状況になり、幹事の職も全うするこ
とができず、時の大熊会長には残念な思いをさせて

今井 英治 幹事

しまい、大変申し訳なく思います。

（地区より）
・ウクライナ支援募金に対してお礼状が届いておりま

その後何年間か退会を考えておりましたが、会員

す。頂戴した寄付につきましては、当初、国連難民

の皆様と楽しく過ごさせて頂いた過去の思いから、後

高等弁務官事務所などに対する寄付を考えており

ろ髪を引かれつつ、時が過ぎてしまいましたが、欠席

ましたが、最も効率的で透明性があると考えられる

続きでいつまでもご迷惑をおかけすることは心苦く、

ロータリー財団災害救援基金に寄付することとしま

退会することを決意致しました。

した。皆様からいただいたご寄付は、合計金
4,728,729 円です。この寄付全額を各クラブの実

越谷北ロータリークラブには、亡くなって退会した

績に分け災害救援基金へ寄付しました。皆様のご

父が 14 年間、私は 17 年間在籍させて頂き、皆様

支援に心から感謝いたします。

にはたいへんお世話になり心から感謝しております。

・地区公共イメージ委員会より、ガバナーからのメッセ
ージを毎月発信する YouTube 動画「みらいの扉-

今後はロータリー活動で得られた経験を事業活動、
社会活動で活かして行きたいと思います。皆様とはま

まっチャンネル」6 月号が配信されました。皆様に

たお会いすることがあると思いますが、その節はどう

は、メールで転送いたしますので、ご視聴宜しくお

ぞよろしくお願い致します。今後も越谷北ロータリーク

願い致します。

ラブの益々のご発展と、会員の皆様のご健康とご多
幸をお祈り申し上げます。

（クラブより）
・地区より、年次報告書が届いております。皆様、是

井谷さん、和やかな演奏をありがとうございました。

非ご覧になってください。

伊丹さん、美味しい飲み物をありがとうございました。

・中村会員より、北ロータリーブレザーのお礼にと、皆

杉山さん、幹事の役職の際は何もわからない私を助

様にお菓子を頂きました。中村会員、ありがとうござ

けていただき、ありがとうございました。

います。
本日の幹事報告は、以上になります。
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分間ロータリー情報

シェカール・メータ

に」起きた戦争をきっかけとして、毎週の例会や委員
会事業、奉仕活動などが、いささか大げさとは自覚し
つつも、全て世界の平和につながっていくのだという
気概を持ってみたいと、そう思うのです。
これが人類最後の戦争になりますように。

お客様挨拶
中村 隆雄 会員
「人類最後の戦争になりますように」
（※ロータリーの友 6 月号より）

報道は連日、ロシアによるウクライナへの侵攻で持
ち切り。私の息子（10 歳）は、「戦争っていまだに本当
に起こるんだね」と驚いていました。彼にとっての戦争
とは、漫画『はだしのゲン』や教科書の中に描かれた

株式会社エクシブツアーズ 代表取締役

世界でしかなかったのです。「戦争ってなくならない

大宮シティ RC 横島 勝一 様

のかな？」などと、10 歳に言わせているのは、われわ

皆様こんにちは。以前もこちらの例会場にお邪魔さ

れ大人たちの責任でしょう。ロータリアンの端くれとし

せて頂きましたけども、今日は久しぶりに訪問させて

て、はたと考えました。ロシアには、平和を希求するロ

頂きました。本日はオーストラリア・ゴールドコーストの

ータリークラブが存在しないのではないかと。調べて

アダム・コットラル様とお繋ぎします。よろしくお願いし

みると、ロシアには 80 クラブ、1,000 人ほどのロータリ

ます。

アンがいるとのことですが、人口比では 0.000007%。
約 14 万人に 1 人の計算となり、国家単位で見ると、
かなり少ないといえます。ちなみにロータリー発祥の
国・アメリカは、約 1,160 人に 1 人、日本は約 1,500
人に 1 人となる計算です。
ロシアの政治、経済、文化など、各方面のしかるべ
き地位でたくさんのロータリアンが活躍していたら、侵
攻に踏み切れなかったのではないかと、そう信じたい
のです。そういう意味では、国際ロータリー（RI）会長

米山記念奨学生 王 学朋 様
皆様こんにちは。来年の 3 月に卒業です。将来日

が重ねて訴える会員増強も、世界の平和に寄与する
ものだといえます。

本語の先生になるよう努力しています。最近は忙しく
なってきました。大事なことは 7 月～8 月に集中して

多くのロータリークラブで日常的によく口にされたり、
はたまた聞こえてくるのは「職業奉仕」であって、普段

います。7 月は日本語試験があります。今は論文の調

から「世界平和」を議論しているクラブはそう多くない

査をやっています。8 月は博士の準備をしています。

と思います。しかし、息子の言葉を借りれば「いまだ

いつもありがとうございます。
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(3) Airports

委員会報告

(4) Economy 経済

親睦活動委員会 長谷川 真也 委員長

(5) Employment 雇用

最終例会の登録ありがとうございました。参加者は
34 人、欠席者は 4 人です。来週から登録費を集めた

(6) Cost of Living Crisis 生活危機

いと思いますのでよろしくお願いします。

(7) Education 教育
(8) Conclusion 結論

越谷北 RC 細則改正について 中澤伸浩 会長
先日 5 月 17 日に皆様に書面でお送りしました越谷

(1) Covid の前

北 RC 細則改正案の審議ということで本例会を持って

オーストラリアは壊滅的な干ばつと洪水に苦しん

審議して頂こうということになりました。今回の細則の

でいました。
(2) Generally 一般的

改正に関して、内容面に関してこれまでと変更するこ
とはありません。十数年細則を改正してなかったこと

・皆疲れていました。

によって定款と齟齬をきたしている引用条文・文言を

・精神的に大きなインパクト、特に若い人達。

改めるものとなっています。それでは賛成の方は挙手

・政府の方からお金を受け取った。

をお願いします。（会場内で審議実施）

・職場にビッグインパクト

皆様からご承認いただきましたので、それでは次年

職場と職場の環境が変わりました。そして皆の態

度の年度計画書にて掲載させて頂きます。

度が変わりました。何が一番優先か考えられた。
(3) Airports

海外交流

・ちょうど今朝、保健当局は空港のマスクをこすり
落とすことを薦めています。
・観光業は少しずつ戻ります。
(4) Economy 経済
・皆再考とレビューしているサプライチェーン。
・1 つの主要サプライヤーに依存しすぎている。
・地元で作られた高品質の商品に対する需要の
増加
(5) Employment 雇用

A‵sway PTY LTD

・政府は 1970 年代以来、最低の失業率を発表し

コーディネーター兼事業部長 アダム・コットラル 様

ました。3.9%
(6) Cost of Living Crisis 生活危機

（オーストラリア・ゴールドコーストよりオンライン接続）

・インフレ率が 7%になりそう。
(7) Education 教育

最初にアダム・コットラル様が用意して頂いたスライ
ドでオーストラリア現地の状況をお話して頂きました。

・精神的に大変でした。

≪Over view≫

・現在、Covid 前に戻りました。

(1) Covid の前

・オンライン勉強は人気ではありませんでした。

(2) Generally 一般的

2021-2022

(8) Conclusion 結論
越谷北ロータリークラブ
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/

5

週報
第 2770 地区

2021-2022 国際ロータリーテーマ
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

・コミュニティとしてのオーストラリアは今より回復

シェカール・メータ

・本日宜しくお願いします。

力があり、これよりは新しい機会が現れたすべて

松井 昭夫

の人にとって悪い経験でした。

・小林巧さん、ご入会おめでとう。皆で楽しくやりましょ
う。中村さん、心遣いありがとう。
青木 清
・世界平和の為に。
堀野 眞孝 関森 初義

出席報告
お話の後は、例会場とアダム・コットラル様で質疑
応答が行われました。

会員数

43 名

出席者

32 名

出席率

76 %

・大宮シティ RC 横島様ようこそ‼本日宜しくお願い致
します。小林巧さん、入会おめでとうございます。こ

小林巧さん（職業：税理士）が新たに越谷北ロータ

れから宜しくお願いします。

リークラブの仲間となりました。これからよろしくお願い
今井 英治

します。

・横島様ようこそ‼いつもお世話になっております。本
日の卓話宜しくお願い致します。小林巧さん入会
おめでとうございます。これから一緒に頑張りましょ
う。
大熊 正行
・お客様ようこそ。小林巧さん、ご入会おめでとうござ
います。

ロータリーバッヂ等授与が行われました。
深野 秀樹 大塚 具視 川島 徹

・小林巧さん、今後ロータリーの仲間として末永くお
付き合いの程お願い致します。
黒田 幸英
・横島さんようこそ。ドイツではお世話になりました。今
度ゴルフ教えてください。
須賀 篤史

例会前には新入会員向け講習が行われました。

・横島様、本日はよろしくお願い申し上げます。
松﨑 義一
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