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会長挨拶 

 

大島 直幸 会長 

お客様ようこそ。細淵ガバナー、本日はご指導宜し

くお願い致します。 

二十四節気だと昨日から処暑、日中はまだ蒸し暑

い日が続きますが、朝晩には涼しい風も吹くようにな

る季節です。また、処暑は昔から台風が発生しやす

いとされる時期にもなりますのでご注意ください。 

月曜日はインターアクト年次大会がオンラインで開

催されました。今回のテーマはヤングケアラーについ

てということで各高校が世界の状況についての発表

をしていました。当クラブで支援している獨協埼玉の

インターアクトクラブもしっかりとした発表をしておりま

した。 

火曜日は越谷南ロータリークラブの奉仕事業の第

12 回越谷南ロータリーカップの開会式に出席して参

りました。当クラブは野球ですが、南クラブはサッカー

です。越谷近辺の中学校18校で予選が行われ、しら

こばと競技場で試合が出来るのは上位 6 チームとな

っているようです。 
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本日は例会終了後に第 4 回クラブ協議会がありま

すので、よろしくお願い致します。 

幹事報告 

 
江口 公晴 幹事 

・越谷市民まつり実行委員会より、8 月 5 日に行われ

ましたアンバサダー任命式出席へのお礼状が届い

ております。 

・本日、例会終了後 13:50 より、例会場・オンラインの

ハイブリッドにて第4回クラブ協議会を開催します。

オンラインでのご出席の方は例会終了後も zoom

を繋いだままでお待ちください。 

 

雑誌記事紹介 

 

小林 巧 会員 

「地域一丸で話題づくり 芸備線にカープ号走る」 

（※ロータリーの友 8月号より） 

『芸備線にカープ号を走らす会』は、当クラブの例

会後、会員増強・社会奉仕委員会の会合中に発案さ

れた。庄原市が直面している問題の一つは、利用者

の減ったＪＲ芸備線の存続問題。この難問に取り組め

ないかと、会の結成に至った。まず芸備線の話題性

を高め、市民の利用を促進するため『（地元のプロ野

球チーム）広島東洋カープにちなんだカープ号を走

らせたらどうだろう』と発案」。このように発足した会が、

広島カープ、ＪＲ西日本、市民からの協賛金や募金を

得ることができ、メディアにも大々的に取り上げられた。

こうしてカープ号は 2021年 11 月から来年の 3月末

まで運行することになったようです。 

同じくロータリーの友8月号に「危機を乗り越える夢

と戦略」（鳥塚亮）の記事がありました。これもやはり赤

字の路線、いすみ鉄道についての記事でした。この

記事を書いた鳥塚氏がいすみ鉄道の社長に就任し、

「ムーミン列車」や「ディーゼルカー」を走らせ、いす

み鉄道を観光鉄道として復活させたといった内容で

した。 

この二つの記事に共通していたことは、その地元

の人たちを巻き込み、盛り上げ、メディアからも取り上

げられるまでになったというところにあると思います。

いすみ鉄道の取り組みは、ムーミン列車に始まり、列

車レストラン、カレー列車を走らせ、さらには鉄道以外

のイベントとして漁港では朝市が開かれ、廃れていた

商店街にも新しいお店が開店するにまで至っていま

す。芸備線についてもカープ号から始まり、これから

さらに地元地域を巻き込み発展していくのではない

かと思います。これは、ロータリーの社会奉仕の取り

組みとして、カープ号をきっかけに今後長い期間に

わたり貢献し、その地域の人々の生活の質を高めると

ても良い活動だったと思います。 

 

お客様挨拶 

 

第 8Gガバナー補佐 株竹 眞次 様 
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 皆様こんにちは。今回で 3回目の訪問になります。

私が訪問して皆様に伝えることは沢山ありますが全て

伝えきれていないと多々あると思います。 

 すでに地区ではセミナー5回ありまして、すべての

セミナーが先日の日曜日に終了となりました。各委員

長の皆様にはご出席頂きありがとうございました。 

 第8グループの合同事業についてお話します。第8

グループはポリオ根絶チャリティーコンサートを開催

することとなりました。各クラブ会長幹事、代表委員の

方にご承知おき頂いているかと思います。また、合同

事業は誰が肝になっているのかということで、ご本人

の細淵ガバナーから詳細をお聞きいただけるかと思

います。 

 本日はガバナー公式訪問、皆様よろしくお願い致し

ます。 

 

米山記念奨学生 王学朋 様 

皆さん、こんにちは。もう 2 週間定例会に参加して

いません。最近私の研究は相変わらず忙しいです。 

9 月に入学してから卒業論文を書くことになります

が、まだ準備が十分ではありません。研究以外にも、

最近ローターアクトに関する例会に 2 つ参加しました。

先週の土曜日に会長幹事報告会に参加しましたが、

例会で他のクラブの人たちとたくさん知り合い、今後

のクラブの方針について一緒に話し合いました。昨

日は越谷クラブの定例会に参加し、10月の市民祭の

ことを一緒に研究しました。 

9月からとても忙しくなりますが、私は自分の最善を

尽くして、活動に参加します。よろしくお願いいたしま

す。 

委員会報告 

IT推進・会報委員会 櫻井 保彦 委員長 

本日例会終了後、クラブ協議会の前に細淵ガバナ

ーと一緒に集合写真を撮りますので例会場にお残り

ください。オンラインの方はカメラをONにしてスクリー

ンショットを撮りますのでご準備お願いします。 

 

ガバナー卓話 

 
国際ロータリー第 2770地区 

ガバナー 細淵雅邦 様 

※細淵ガバナーの熱い思いは是非動画にてご視

聴ください。QR コード、または越谷北ロータリークラ

ブチャンネルから視聴頂けます。（限定公開） 

 

 会員の皆様にしっかりお伝えできるように壇上の前

で卓話が行われました。 

 

【越谷北ロータリークラブチャンネル】 

https://youtu.be/nyXZ-cX2JwI 

2022-23年度ガバナー公式訪問「ガバナー卓話」 
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・越谷北ロータリークラブの皆様こんにちは。今日は

宜しくお願い致します。 

RIロータリー第 2770地区ガバナー 細淵 雅邦 様 

・ガバナー公式訪問、宜しくお願いします。 

第 8Gガバナー補佐 株竹 眞次 様 

・本日訪問させて頂きました。有難うございます。 

第 8Gガバナー補佐幹事 杉下 智 様 

・お客様ようこそ。細淵ガバナー、本日はご指導宜し

くお願いします。 

大島 直幸 

・細淵ガバナー、株竹ガバナー補佐、杉下ガバナー

補佐幹事、長谷川地区副幹事、ようこそお越しくだ

さいました。本日はご指導の程よろしくお願い致し

ます。 

江口 公晴 

・細淵G、株竹G補佐、公式訪問宜しくお願いします。

健康に留意してください。 

小林 操 

・公式訪問宜しくお願い申し上げます。 

小林 光則 

・細淵ガバナー、本日ご指導よろしくお願い致します。

途中退席大変申し訳ありません。 

大濱 裕広 

・細淵ガバナー、株竹ガバナー補佐、杉下ガバナー

補佐幹事、長谷川地区副幹事、ようこそ。本日どう

ぞよろしくお願いします。 

中澤 伸浩 大熊 正行 松井 昭夫 

関森 初義 鈴木 英男 松﨑 義一 

堀野 眞孝 中村 隆雄 関 雄二郎 

佐藤 要 小宮山 大介 渡辺 裕介 

伊藤 純 櫻井 保彦 大塚 具視 

・本日も多くのスマイル、誠にありがとうございました。

スマイルの理解と協力大変感謝致します。 

須賀 篤史 

出席報告 

会員数          41名 

出席者          31名 

出席率          81.5 % 

 

ガバナーを囲って記念撮影をしました。 

 

ガバナーから事務局にプレゼントがありました。 

 

クラブ協議会ではガバナーよりご指導頂きました。 

 

オンラインも含め沢山の会員が参加しました。 
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