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会長挨拶 

 

大島 直幸 会長 

皆さんこんにちは。 

本日、今年度の年度計画書が出来上がりましたの

で皆様にお配りしました。表紙については例年とは趣

向を変えて、ロータリーを作った最初の 4 人のロータ

リアンの写真を掲載しました。 

（表紙の人物 左から） 

ガスターバス・ローア 鉱山技師 40歳 

シルベスター・シール 石炭商 35歳 

ハイラム・ショーレー 洋服仕立業 42歳 

ポール・ハリス 弁護士 36歳 

 

最初の例会は 1905年 2月23日、（明治38年 日

露戦争中）にローアの事務所にて行われました。 

初代会長に就任したのはポール・ハリスではなく、

シルベスター・シールでした。 

今年は会長卓話の時間を使い、ロータリーの歴史

を少しずつお伝えしたいと考えています。 

 

第 2240回 例会記録   No．2 

令和 4年 7月 13日 

司会： 新沼 徹   編集： 近藤 慎悟 

 

会次第 

 

1．点鐘 

2．ロータリーソング  「我等の生業」 

3．クラブビジョン・戦略計画唱和 

4．お客様紹介 

越谷南ロータリークラブ 

会長 清田 巳喜男 様 

幹事 和田 浩 様 

米山記念奨学生 王学朋 様 

5．会長挨拶 

6．幹事報告 

7. お客様挨拶 

8．3分間ロータリー情報 

9. 委員会報告 

10. 出席報告 

 

 

【次回例会案内】 令和 4年 7月 29日 

第 13回越谷ジュニア甲子園野球大会 

場所：越谷市民球場 

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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幹事報告 

 
江口 公晴 幹事 

・年度計画書が出来上がりました。皆様に2冊ずつお

配りしますので、お持ち帰りくださいますようお願い

致します。また、P63 大塚会員の「大」の字が間違

っていますので修正のシールを製作してお配りし

ます。  

・第 8 グループ各クラブより例会案内の FAX が届い

ております。越谷7月、越谷南7~8月、越谷中7~8

月です。掲示しておりますのでご確認ください。 

・越谷 RC より年度計画書が届いております。 

・本日例会終了後に第 2 回クラブ協議会を実施しま

すので、ご出席の程よろしくお願い致します。 

・7 月 6 日理事役員会の議事録を提示します。詳細

についてご確認等ございましたら江口までお申し

出ください。 

 

3分間ロータリー情報 

 

ロータリー情報・雑誌委員会 中澤 伸浩 委員長 

皆様こんにちは。前年度会長改め、本年度はロー

タリー情報・雑誌委員会委員長として 1 年間どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

 さて、本日、皆様のメールボックスに、本年度の 3分

間ロータリー情報・雑誌記事紹介の担当表を配布さ

せて頂きました。今年度、大島会長年度、この 3 分間

ロータリー情報・雑誌記事紹介の担当を、是非ロータ

リーのことを学ぶ機会として活用頂きたいということで、

ロータリー入会歴の浅いフレッシュな方を中心に担当

割を決めさせて頂くこととしました。皆様どうぞよろしく

お願いいたします。 

 本日は委員長である私が 3 分間ロータリー情報とし

て皆様にお伝えするのは、まず年度初めであります

ので RI 会長のジェニファー・ジョーンズさんのご紹介

からとなります。ジェニファー・ジョーンズさんは、カナ

ダのオンタリオ州 Windsor-Roseland ロータリークラ

ブ所属のロータリアンで、言うまでもなく女性初の会

長とな ります 。 RI 会長提言は、 「 IMAGINE 

ROTARY（イマジン ロータリー）」ということですが、

ジョーンズさんは、DEI あるいは DE＆I の重要性を

述べられ、その推進と向上を説いておられます。DEI

と は 、 Diversity(多様性 ) 、 Equity(公平 さ ) 、

Inclusion(インクルージョン)ということなのですが、多

様性、公平さと和訳が来て、最後になぜインクルージ

ョンとそのままカタカナなのかなと少々疑問に思って、

私なりに Inclusion(インクルージョン)という言葉の意

味を調べたのですが、これが、なかなか日本語に訳

しにくい言葉であると分かり、それで和訳せずに「イン

クルージョン」と表現されることが多いのかと理解しま

した。 

 Inclusion をそのまま訳すとなると、「包含」とか「包

摂」といった和訳になるようなのですが、どちらかと言

えば、「受容」「受容性」「受け入れる」といった言葉の

方がしっくりくるのかなあと感じました。 皆様におか

れても、多様な価値観や人間性を受容する受容性、

柔軟性、包容力といったものを、少しでも意識しなが

ら、種々のロータリー活動の実践に活かして頂ければ

と思います。 

 1年間どうぞよろしくお願いいたします。 
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お客様挨拶 

 

越谷南ロータリークラブ 会長 清田 巳喜男 様 

 大島会長、江口幹事、越谷北 RCの皆様こんにち

は。本日は越谷北 RC例会場に参加できたことを大

変嬉しく思います。 

 本日お伺いしてまず感銘を受けたことは、戦略計画

の中で真っ先に「会員増強」を挙げていたことです。

私の本年度の目標も会員増強で、例会ごとに会員増

強について会長挨拶の中に入れています。越谷南

RC としては今年一生懸命がんばって行きたいと思い

ますので、何卒ご協力申し上げたいと思います。  

最後に PRをさせてください。越谷南 RCは 8月

22~23日、市内中学生を対象としたサッカー大会を

しらこばと運動競技場で予定しております。また、8月

22日にはインターアクトの年次大会が越谷コミュニテ

ィセンターの大ホールで開催されます。お時間のある

方はご出席いただけると嬉しいです。取り留めのない

話になって申し訳ございませんが、これからもよろしく

お願い致します。 

 

 

越谷南ロータリークラブ 幹事 和田 浩 様 

皆様こんにちは。私も他クラブに訪問させて頂くこ

とは初めてでして、とても勉強になります。今日は短

い時間ですが勉強させて頂きます。どうぞ一年間よろ

しくお願いします。 

 

 

米山記念奨学生 王学朋 様 

『山内小学校の参観』 

 私は 7月 6日に論文の調査のために山内小学校を

見学しました。私の研究は不登校問題に関する研究

です。山内小学校が 2 年前に始めた校内フリースク

ールは現在の不登校に対する最新の支援です。た

だ、イメージとしては“安住の地”であるが、“永住の

地”ではないということです。最終的には通常の教室

に戻ってほしいと思います。ここでは自信をなくした

子どもに、安心できる場所を提供しています。 

 その日見学した時、最も印象的だったのは日本の

小学校内の子供たちはとても元気だったことです。子

供たちはたくさんの活動をして、学校内でとても自在

に感じます。クラス内、廊下の壁にはポスターがたくさ

ん貼ってありました。例えば「いじめを予防する」。放

課後の活動には介護専門のスタッフもいます。 

 中国の教育はこれまで受験教育でしたが、この教

育によって子供たちは小学校の頃から一生懸命勉強

しなければならなくなり、勉強のストレスは早いうちか

ら感じることになります。それに比べ、日本の環境で

は子供たちが楽しく幸せになれると思います。 

 

委員会報告 

親睦活動委員会 須賀 篤史 委員長 

①先週再度案内しましたが延期となった大島年度

https://koshigayakita-rc.jp/
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の出陣式を浅草屋形船にて盛大に取り行う予定です。

7/20(水)までに出欠の確認をしたくご案内いたします。

前回予定があり参加できなかった方含め多くのご参

加をお待ちしております。 

②昨日ご案内しましたが大塚さん・小林 巧さんの

歓迎会を 8/10(水)に行います。多くの参加をお待ち

しております。 

 

社会奉仕委員会 関 雄二郎 委員長 

 7月 29日に第 13回越谷ジュニア甲子園野球大会

が開催されます。集合時間、服装役割など改めて会

員へ FAX します 

 

  

・越谷北ロータリークラブの皆様、本日はありがとうご

ざいました。 

越谷南ロータリークラブ 会長 清田 巳喜男 様 

・初めまして、越谷南本年度幹事和田と申します。本

日はお招きありがとうございます。1 年間ご指導宜

しくお願い致します。 

越谷南ロータリークラブ 幹事 和田 浩 様 

・南 RC の会長幹事ようこそ。先週結婚記念祝いあり

がとうございました。 

大島 直幸 

・越谷南 RC 清田会長、和田幹事ようこそ。本日クラ

ブ協議会よろしくお願い致します。 

江口 公晴 

・越谷南 RC 清田会長様、和田幹事様、本日はお忙

しいところ、ようこそいらっしゃいました 

青木 清 宮﨑 敏博 松﨑 義一 

関森 初義 須賀 篤史 

・一週間遅れましたが、中澤さん、今井さん一年間あ

りがとうございました。大島さん、江口さん大変です

がよろしくお願いします。 

黒田 幸英 

・ロータリー情報・雑誌記事紹介ご担当各位みなさま。

1年間どうぞよろしくお願いします。 

中澤 伸浩 

・今年度も宜しくお願い申し上げます。 

 小林 光則 

・本日クラブ協議会よろしくお願いします。 

市川 洋和 

・お客様ようこそ。本日は雨天の例会ですが、クラブ

協議会宜しくお願いします。 

中村 隆雄 

・本日よろしくお願いします。 

松井 昭夫 佐藤 要 

・偉大な政治家、安倍元総理大臣の死を悼み、哀悼

の意を表します。 

大熊 正行 

・世界平和の為に。本日も宜しくお願いします。 

関 雄二郎 大濱 裕広 

 

 

出席報告 

会員数          41名 

出席者          34名 

出席率          97.3 % 

 

 

 

例会後、第 2回クラブ協議会が行われました。 
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