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会次第
1．点鐘
2．ロータリーソング

「それでこそロータリー」

3．ロータリアンの行動規範

中澤 伸浩 会長

4．お客様紹介

皆 さ ん 、 こ ん に ち は 。本 日 は 国 際 ロ ー タリ ー 第

国際ロータリー第 2770 地区第 8 グループ

2770 地区第 8 グループガバナー補佐小林光則様、

ガバナー補佐 小林 光則 様

同補佐幹事大濱裕広様をお迎えして例会場での最

同補佐幹事 大濱 裕広 様

後の例会となります。先ほど宮﨑 SAA より、きちんと

早稲田大学先進理工学部 化学・生命化学科

毎回小林光則ガバナー補佐と大濱補佐幹事をお客

教授 中尾 洋一 様

様として紹介しなければいけないよとご指導を受けま

5．会長挨拶

した。思い起こせば、これまで節目でしかお客様とし

6．幹事報告

てご紹介していなかったかと思い至りました。しかし、

7．雑誌記事紹介

気持ちの中では、毎例会、お客様としての敬意を表

8. 委員会報告

しておりますので、何卒ご容赦下さい。

9. 外部卓話 「おしい減塩からおいしい減塩へ」

そして本日は、プログラム委員会松﨑会員のご紹

10. 出席報告

介にて早稲田大学理工学術院先進理工学部化学・
生命化学科教授の中尾洋一先生をお招きし、卓話を

【次回例会案内】 令和 4 年 7 月 13 日

頂戴致します。中尾先生ようこそお越し頂きました。

クラブビジョン・戦略計画唱和

中尾先生は今すごく注目されている研究者です。ケミ

3 分間ロータリー情報

カルバイオロジーというのでしょうか、海洋生物、無脊

第 2 回クラブ協議会

椎生物などから、人間に良い影響をもたらす成分を
見出す研究等をなされたり、あと、私が非常に着目し
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たのは、味噌に抗ストレス作用があることを突き止めら

今日は大分私もリラックスした状態でありますので、是

れたということで、日々いかにストレスを軽減するかを

非皆さんと一緒に 100％の集中力で中尾先生の卓話

第 1 に生きている私としては、是非本日、中尾先生の

を拝聴して、例会場での最後の例会を楽しみたいと

卓話を今後のストレス軽減に活用させて頂きたいと思

思います。本日もどうぞよろしくお願いいたします。

います。まさに、本年度例会場での最後の例会を飾

幹事報告

るに相応しい卓話の企画を設けて頂いた松﨑会員に
も心から感謝申し上げます。先週のオーストラリアと結
んでの例会も松﨑さんの企画発案でありましたし、今
日は早稲田大学教授の中尾先生の卓話ということで、
松﨑さんがアカデミズムの世界にもご関係をお持ちと
は本当に驚きです。今日から松﨑さんを見る目が変
わってしまいそうです。
こうして、松﨑さんほか近藤委員長のもと、プログラ
ム委員会の皆様には年間を通じて毎回趣向を凝らし

今井 英治 幹事

た例会プログラムを企画立案しご準備頂いて、本当

（地区より）

にありがとうございました。また、今日もこうして後ろ向

・地区からは、2022-23 次年度の事で今回は特にあり

きで縁の下の力持ちをして頂いている伊藤委員長は

ませんでした。

じめ、出席会場運営委員会の皆様にも心から感謝申

（クラブより）

し上げます。

・越谷中央ライオンズクラブより 6/4 日開催の結成 40

こうして皆さんのご尽力を頂きながら、私も会長とし

周年記念式典ご参加のお礼状が届いております。

てこの 1 年間、できる限り会員の皆さんに興味深いテ

・越谷市議会より、市議会副議長の大野保司様より退

ーマを、また何より皆さんが楽しんで頂けるようにと、

任のご挨拶及び新期市議会副議長に就任されま

例会運営を考えて参りました。とはいえ自分はというと、

した小林豊代子様から、ご挨拶が届いております。

毎例会時ちゃんと皆さん楽しんで頂けているかなとか、

・最後になりますが、来週の 29 日最終例会となります。

時間進行は大丈夫かなとか、さっき会長挨拶や幹事

中澤会長年度の最終となりますので、皆様どうぞ宜

報告で漏れた事柄をどこかでどう話そうかなとか、こ

しくお願い致します。

の後の理事会であの議事はどうするかなとか、気にか

雑誌記事紹介

かることが次々に頭の中に浮かんでしまいどちらかと
いうと、顔と視線は前を向いていながらも、頭の中で
はあっちが気になりこっちも気になりということで、実
は 100％集中して例会を楽しむことはほとんどできな
かったというのが正直なところです。しかし、先日来お
話ししているとおり、私の会長年度も今日と来週の最
終例会の 2 回を残すのみとなり、皆さんには本当に
恐縮なのですが、もはや大分気が抜けてしまい、責
任感もかなり薄れてしまっております（笑）。ですので、

2021-2022

吉田 実 会員

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/

2

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

シェカール・メータ

「コロナ禍で輸血用血液不足が顕著に」

ロー会を行いました。フォロー会では、日本赤十字社

（※ロータリーの友 5 月号より）

職員でもある寝屋川ローターアクトクラブ所属の蔦亮

第 2660 地区では過去 30 年間、地区行事として献

介さんから献血の重要性について説明してもらった

血の啓発活動を継続してきました。若きローターアク

後、私が献血活動を実際に行うに当たってのノウハウ

ターが献血の呼びかけを行うことで、同年代の若輩

を説明しました。こうして、各クラブや地区単位など、

層の献血者数を増やし、献血離れを抑制していく狙

それぞれが独自に工夫しながら活動を実施したので

いがあります。実際、日本赤十字社が単独で活動し

す。
今回の全国一斉献血促進 PR に協力いただいた地

た時よりも、1 日当たりの採決者数を倍増させた実績
もありました。

区ローターアクターの皆さん、また、いつも支援して

地区行事として最初に献血活動を行ったのは 1990

いただいているロータリアンの皆さまに感謝の気持ち

年代初頭でした。当時、JR 大阪駅前で年に一度の

でいっぱいです。私たちローターアクターが呼びかけ

献血活動を実施していましたが、次第に卓話などで

た「2022 年全国一斉献血」の採決者数は、1,577 人

地区内のローターアクターたちに献血活動への意識

（血液量 63 万 800mＬ）となりました（3 月末現在）。

が高まり、今では大阪北部 5 カ所で年に 2 度（7 月と

コロナ禍により献血者数が減少している中、全国の

2 月）活動を実施しています。

ローターアクターが一丸となり、必要としている多くの

今年度も例年通り、大阪府赤十字血液センターを

方々に血液を届けることができたと思います。ロータ

訪問し、打ち合わせを行いました。その際、コロナ禍

ーアクトクラブ内でもイベント自粛や例会休会など、

で全国的に献血者数が減少し、輸血用血液不足に

会員のモチベーションの低下傾向を感じていました

直面しているとのこと。この状態が続けば、現在必要

が、本企画はみんなのモチベーション向上にもつな

とされている血液の供給に支障を来す、と伺いました。

がったのではないでしょうか。

実際、手術が必要な患者がいても血液の在庫がなく、
手術の日程を遅らせるケースがあるそうです。

ロータリーファミリーの方々にお願いしたいことは、
今後も献血促進 PR 活動を継続してもらいたい、とい

この話を聞き、私は献血活動を継続してきた地区の
ローターアクト代表として何かできることはないかと考

うことです。献血は患者の命をつなぐためのものです。

え、血液不足は日本全国で起こっている問題なので、

必要とする方のためにも、今後とも活動を一緒に行っ

全国で献血促進 PR 活動を実施しよう、と決断しまし

ていきましょう。（第 2660 地区大阪府）

た。
ローターアクターによる全国一斉献血促進 PR を実
施するに当たり、前年度 2 月から、私と同期の地区代

委員会報告

表となるエレクトたちを対象に会合を開き、献血活動

次年度親睦活動委員会 櫻井 保彦 委員

の重要性や全国一斉献血促進 PR の企画内容につ

すでにご案内しましたが、大島年度の出陣式を浅

いて説明して賛同を求めました。結果、21 地区から

草屋形船にて盛大に取り行う予定です。つきましては

賛同を頂きました。また、この集まりを機に、エレクトが

6/29(水)までに出欠の確認をしたくご案内いたします。

集まる会合は定期的に行うようになりました。

多くのご参加をお待ちしております。

賛同した地区のうち、献血促進 PR 活動のノウハウ
のない 17 地区を対象に計 5 回、オンラインにてフォ
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外部卓話

早稲田大学先進理工学部 化学・生命化学科
教授 中尾 洋一 様
『おしい減塩からおいしい減塩へ』
海底湧海水（かいていゆうかいすい）を使ったお塩
の話としてスライドを使用してご講演頂きました。

2021-2022

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/

4

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

シェカール・メータ

・早稲田大学先進理工学部中尾洋一様ようこそ。本
日よろしくお願いします。
今井 英治
・中尾様、本日の卓話宜しくお願いします。
松﨑 義一
・本年度例会場での最後の例会です。本日宜しくお
願いします。
松井 昭夫
・お客様ようこそ！本日も宜しくお願い致します。
大熊 正行
・例会場の出席最後になりました。色々お世話になり
ありがとうございました。これからも北クラブが益々
発展しますよう。皆様のご健勝をお祈り申し上げま
す。
髙 瑠美子
・本日卓話者の中尾様、宜しくお願い致します。
関森 初義
・本日も宜しくお願い致します。
佐藤 要
・中澤会長、今井幹事、一年間ご苦労様でした。
太田 靖彦
ご講演後は会場にて質疑応答も行われました。

・会員の皆様、一年間スマイルのご協力ありがとうござ

中尾様、画期的な卓話をありがとうございました。

いました。
川島 徹

・例会も最終例会を残すところですね。最後まで宜し

出席報告

くお願い致します。
RI2770 地区第 8G ガバナー補佐 小林 光則 様
・本日も宜しくお願いします。世界平和の為に。
同ガバナー補佐幹事 大濱 裕広 様

会員数

44 名

出席者

35 名

出席率

88 %

・中尾先生、本日は卓話ありがとうございます。今後
のストレス軽減に役立てたいと思います。本日、今
年度例会場での最後の例会となります。皆様一年
間ありがとうございました。来週、最終例会みんな
で楽しみましょう。
中澤 伸浩
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趣旨で、今日はウェルカムドリンクの域を超えて乾杯
前に皆さんの喉を潤して頂いております。
至：ベルヴィギャザホール・マカロン

そして、本年度は初の試みとして、最終例会に今
後是非、当クラブとのご縁を継続させて頂きたい方を
オブザーバーとしてお招きしました。
社会保険労務士法人新創の代表社員小野寺瑛子
先生は、当クラブの例会にお越し頂くのは初めてで
すが、私も以前から大濱さんのご紹介で知り合わせ
て頂いておりますし、須賀さんや、関森さん、伊藤さ
んとも面識があると伺っております。今回は、伊藤さん
と私からのお誘いでご参加頂きました。ようこそお越し

6 月 29 日（水）、中澤年度最後となる例会がベルヴ

頂きました。

ィギャザホール・マカロンで行われました。

そして、雫有希様こと町田副住職様は、先日例会
で卓話を頂戴し、今日が 2 回目のご参加となります。

新型コロナウイルスの影響により長らく実施されて
いませんでしたが、今回実に 3 年ぶりの開催となりま

ありがとうございます。

した。

また、株式会社伝助代表取締役の田崎尚樹様は、
今日が 3 回目位でしょうか。先日は、田崎様が彩魂喝

会長挨拶

采の会会長として現在尽力されている組踊りについ
ての卓話を頂戴しました。お越し頂きありがとうござい
ます。
オブザーバーの方々を迎え、本日は皆さんと楽し
んで参りたいと思います。
私がこの 1 年会長を務めさせていただいて一番に
感じたことは、人間の素晴らしさでした。改めて、会員
の皆さんそれぞれの素晴らしい人間性に触れ、また

中澤 伸浩 会長

皆さんそれぞれの個性の素晴らしさを何度も実感致

皆さん、こんにちは。

しました。本当に素晴らしい方々で構成されているこ

いよいよ、本年度の最終例会となりました。年度を

のクラブで会長を務めさせていただいたことに改めて

締めくくるに相応しい素晴らしい最終例会を実現す

感謝申し上げるとともに、本日オブザーバーとしてご

べく、会長として、本日最後まで気持ちを引き締めて

参加頂いた皆様にも、是非、皆さんとのふれあいを通

臨むべきところでありますが、すでに皆様にお話しし

じて、今後も末永いお付き合いをさせて頂ければと心

ているとおり、すでに先々週くらいから大分気が抜け

から願っております。

てしまっております（笑）。

本日の最終例会を皆さんと一緒に楽しんで参りた

ですので、皆様には色々なお考えがあるかもしれ

いと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

ませんが、どうか今日は皆様とリラックスした状態で、
最終例会を一緒に楽しみたいと思います。そのような
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に開催することが出来た「IM 記念 5 クラブ合同例会」

幹事挨拶

は内容も素晴らしく、心に残る事業でありました。
情けなくも‘はやり病’にて最終例会に出席できなく
なり、誠に申し訳なく、心残りでありますが、この１年の
経験を生かし、生涯ロータリアンを目指して頑張りま
すので、引き続きご協力をいただきますようお願い申
し上げます。
最後になりましたが、年度前からガバナー補佐幹事
今井 英治 幹事

としてお気遣いいただいた大濱さんには言葉だけで
は伝えられない大きな借りが出来ました。

※幹事報告はありません

1 年間、皆様のご協力を頂き大変感謝しております。

大濱さん、大変ありがとうございました。

誠にありがとうございました。
中澤会長の世話役としてお役にたてたかどうかで
すが、自分なりに一生懸命勤めてさせて頂きました。
ロータリークラブ活動の 1〜10 まで、一貫して色々
と勉強させて頂いた 1 年間でした。案内の作成や資
料の作成等もとても勉強になりました。
皆様には、感謝の気持ちで一杯です。本当にあり
がとうございました。また、今後共、ご指導ご鞭撻の程
宜しくお願い致します。

同補佐幹事 大濱 裕広 様
皆様、こんにちわ。

お客様挨拶

本日、越谷北ロータリークラブの最終夜間例会に

国際ロータリー第 2770 地区第 8 グループ

お招きいただきまして、ありがとうございます。

ガバナー補佐 小林 光則 様

中澤会長、今井幹事様、また会員の皆様には、第

越谷北ロータリークラブの皆様 こんばんは。まず

8 グループ小林ガバナー補佐年度をホストクラブとし

は、中澤会長様、今井幹事様一年間大変ご苦労様

てクラブをあげてご支援ご協力下さいましたこと、IM

でした。

には鈴木実行委員長始め、関森さん、伊藤さん、そし

コロナ禍での年度スタートは大変であり、山あり谷あ

て、井上康生さんのアテンドをして下さった松井さん、

りというクラブ運営であったと思いますが、無事に最終

読売新聞社に広告依頼をしていただいた太田さん、

例会を迎えられ、誠におめでとうございます。

他ご協力いただきました皆様には心より感謝申し上

また、私にとっても中澤会長、今井幹事をはじめ会

げます。

員の皆様に心温まるご協力をいただき、思い出に残

私もこのような貴重な経験をさせていただき、充実

る、有意義な１年を過ごすことが出来ました。

した一年間を過ごせましたことも、併せて感謝申し上

残念ながら IM は中止となりましたが、IM 実行委員

げます。本日、最終例会を楽しみたいと思います！

長の鈴木英男さんを先頭に実行委員会の皆様のご

おめでとうございます。

協力と第８グループ会長幹事会のバックアップのもと

2021-2022
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米山記念奨学生 王 学朋 様

表彰者代表 松井 昭夫 会員

王学朋様より、4 月から越谷北ロータリークラブに来

中澤会長、今井幹事、1 年間ご苦労様でした。また

た事、当クラブに来てからの今までの経験や今取り組

大勢のオブザーバーの方にお出で頂きましてありが

んでいる事を中心にご挨拶頂きました。

とうございます。
今年度はコロナ禍の中ハイブリッド、zoom と大変だ
ったと思います。そして今回はこのように 20 名の方が

表彰

100%出席の表彰を受けられました。ロータリーは出

（100%出席表彰）

席からと申しますが、今年度の伊藤委員長と委員の
皆様、そしてプログラム委員会、近藤委員長と親睦委
員会の長谷川委員長始め各委員が活発な活動の結
果の賜物ではないかと思います。
特に伊藤委員長は毎回の例会でメール案内があり、
それも私自身の例会出席の決め手になったこともあり
ました。近藤委員長も委員会を毎月開催されて素晴
100%出席者 総勢 20 名が表彰されました。

らしいプログラムを作成して頂きました。ありがとうござ
いました。

（表彰者）※五十音順
青木 清 会員 ・ 今井 英治 幹事

最後になりますが、川端康成は晩年よく揮毫（きご

大熊 正行 会員 ・ 太田 靖彦 会員

う）したのが「有由有縁（ゆうゆゆうえん）」でした。人と

大濱 裕広 会員 ・ 川島 徹 会員

の出会い物事との接点が生まれるのは、決して偶然

黒田 幸英 会員 ・ 小林 操 会員

ではなくそこにはそれなりの力が働いている。その受

小林 光則 会員 ・ 近藤 慎悟 会員

けられた縁を大切にして生きていくことだという意味で

須賀 篤史 会員 ・ 鈴木 英男 会員

あるそうです。そんな縁をオブザーバーの皆さんと次

関森 初義 会員 ・ 中澤 伸浩 会長

年度も一緒に共有し、この壇上で再びお会いできれ

中村 隆雄 会員 ・ 深野 秀樹 会員

ばとお願い申し上げまして、簡単ではありますが表彰

堀野 眞孝 会員 ・ 松井 昭夫 会員

者を代表しての挨拶とさせて頂きます。ありがとうござ

宮﨑 敏博 会員 ・ 吉澤 晴雄 会員

いました。
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事、松井部門委員長を始め皆様のご協力と寛容な心
遣いにより１年間無事役目を終えることが出来ました。
この場をお借りしまして改めて感謝御礼申し上げます。
ありがとうございました。

メタリックタイバー（タイピン）が贈呈されました。

会員挨拶

中澤会長、最後の点鐘で例会が締め括られました。

髙 瑠美子 会員

例会終了後、同場所で懇親会が盛大に行われまし

中澤年度の終了をもって越谷北ロータリークラブを

た！

退会される髙会員より、ロータリー入会時の話、ご主
人のお話、夫人部で楽しんだお話をされました。越谷
北ロータリークラブが大切な場所であり、これからも越
谷北ロータリークラブが栄えるようにとお言葉を頂戴
致しました。

オープニングで田崎様が手掛けている「現代版組踊」
が始まりました。

出席会場運営委員会 伊藤 純 委員長
例会プログラムは以上となります。私事ですが一年
間出席会場の委員長をお任せいただき大変至らな
い事も多くあったかと思いますが中澤会長、今井幹

2021-2022

『現代版組踊』が披露されました。
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子供達が素敵な舞を披露してくれました。
雫有希様よりご挨拶頂きました。

『現代版組踊』は 8 月 13 日（土）に越谷サンシティ大
ホールで行われます。
社労士の小野寺瑛子様よりご挨拶頂きました。

催し物

吉澤晴雄副会長が乾杯の音頭を取りました。

田崎様より再度ご挨拶頂きました。

2021-2022
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会長謝辞

中澤 伸浩 会長
「御礼の言葉」
本日は、皆様と一緒に楽しませて頂き、本当にあり
がとうございました。
親睦委員会長谷川委員長には、私からのたっての
願いで、今年でなんと 4 回目にもなってしまうというの
に親睦委員長をお引き受け頂き、本日の最終例会ま
で、親睦の機会を盛り上げて頂き、本当にありがとうご
ざいました。
また、近藤さんには、ここ数年毎年負担の大きい中、
またこれまでプログラムはあまり経験が無かったという
中、今年度プログラム委員長を引き受けて頂き、本当
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にありがとうございました。委員会を頻繁に開催して、

もあるのですが、そうは言っても、相談者の方にとって

委員の皆さんからのたくさんのアイディアを引出し、

は一大事の事柄でありますので、下らないなあと思っ

毎例会素晴らしいプログラムの企画運営でご尽力頂

ても、相談者の方のことを真剣に考えるあまり、いつも

き、本当にありがとうございました、が、次年度も、大

難しく考える癖が付いてしまったかもしれません。ロー

島会長のもと、今度は出席会場運営委員長を務めら

タリーの会長業務でも、そんなこと聞いてないよという

れるということで、次年度も毎例会の負担が結構大き

ようなことがあったりする度、どうするかと難しい顔で

いかと思います。そこで、私は、次年度出席会場運営

今井さんに相談すると、今井さんはいつも「会長、こ

委員では全くないのですが、委員会の枠を超えて、

んな感じで大丈夫ですよー」と軽いノリで返してくれて、

近藤出席会場委員長のサポートをして参りたいと思

今井さんの「軽さ」に一年間何度も助けられました。

います。

そういえば、本日お越しのオブザーバーの皆様、私

そして、これまでも述べておりますとおり出席会場運

の会長年度に入会した方に限り一年間無料での顧

営委員会伊藤委員長には、毎例会、縁の下の力持

問弁護士の特典をご案内してきました。でも、ご安心

ちで支えて頂き本当にありがとうございました。次年

下さいね、この特典が一年間延長されることになりま

度、伊藤さんは会員増強維持委員長ということですの

した。次年度大島年度ご入会の方にも適用されること

で、私は委員として今年度深野委員長のもとで実行

になりましたので、是非とも次年度安心してご入会下

された会員増強活動を承継しさらに発展させるべく、

さい。

伊藤さんをサポートして参りたいと思います。
会員の皆様にも、本当に一年間お世話になりまし
た。ありがとうございました！

一方で、今井さんには、今井さんへのこの一年間の
感謝の気持ちを伝えるには、その程度では到底足り
ません。今井さん限定で『生涯顧問料無料』での顧問

と、最近、気が抜けているせいか、一番大切なことを
言い忘れて終わってしまうところでした。
何より、私が一番感謝の言葉を述べたいのは、幹事
の今井さんです。

弁護士を務めさせていただくこととしました。この場を
借りて、今井さんへの感謝の言葉と、今井さんへの生
涯無料顧問弁護士の宣言をさせて頂きます。今井さ
ん、本当に一年間ありがとうございました！

今井さんと言えば、皆さんご存じ「どーもー、今井で
ーす」このノリの「軽さ」です。皆さん笑っていらっしゃ

2021-2022 年度 越谷北 RC 中澤年度

いますが、冗談ではなく、私はこの一年間今井さんの

お疲れ様でした。

「軽さ」に本当に何度も助けられました。
私は仕事の上でも、結構下らないと思える相談など
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会場の様子
会場の様子をダイジェストにお送りします。越谷
北ロータリークラブ中澤年度の最終夜間例会の思
い出として沢山の写真を記録しています。
※すべての写真を掲載することはできませんので、閲
覧されたい方は事務局にご連絡お願いします。
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主催：越谷北 RC 麻雀同好会
最終例会終了後は越谷北 RC 麻雀同好会が主催
する麻雀大会が行われました。
熱い戦いを繰り広げながら今年度を振り返ります。

（表彰）

2021-2022

優勝

須賀 篤史 会員

＋147

準優勝

渡辺 裕介 会員

＋119

3位

関 雄二郎 会員

＋116

4位

大熊 正行 会員

＋99

5位

吉田 実

会員

＋6

6位

太田 靖彦 会員

－8

7位

吉澤 晴雄 会員

－151

8位

大濱 裕広 会員

－154

9位

関森 初義 会員

－174
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