週報
第 2770 地区

2022-2023 国際ロータリーテーマ
第 8 グループ

“イマジン

RI 会長

ロータリー”

ジェニファー E.ジョーンズ

2022～2023 年度

例会日：毎週水曜日 12：30～13：30

会

例会場：越谷市千間台東インペリアルビル 4 階

副

長 ： 大 島 直 幸
会

長 ： 長 谷 川 真 也

T E L

048（975）9898

幹

F A X

048（977）3741

会報委員長 ： 櫻 井 保 彦

創

事

： 江 口 公 晴

立：1976 年 5 月 11 日

第 2247 回 例会記録

No．8

会長挨拶

令和 4 年 9 月 7 日
司会： 酒井 新樹

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

大島 直幸 会長

5．会長挨拶

今月は「基本的教育と識字率向上月間」ということ

6．幹事報告

で、識字率についてお話しします。

7. 会員卓話

まず、識字率とは UNESCO によると「日常生活の
第一部

簡単な内容についての読み書きができる 15 歳以上

青木 清 会員

第二部 堀野 眞孝 会員

の人口の割合」だそうです。

8. 出席報告

日本では識字率の調査は行われていませんが、
実は日本の識字率は 100％ではありません。自分の

【次回例会案内】 令和 4 年 9 月 21 日

周りを見渡してみると字が読めない人がいるとは思え
ませんが、その理由は戦中・戦後に子供時代を過ご
した世代の識字率が低いためと言われています。ま
会員増強維持委員会 委員長対談

た、文部科学省の令和 2 年度の統計では、小学校の
就学率は 99.96％で、100％に満たない事も原因と

純×純 プレミアムステージ

考えられます。

（総監督・主演 ： 伊藤 純 会員）

識字率の世界平均は 1990 年の 76％から 2016 年

ロータリーの目的 ： 伊藤 純 会員
雑誌記事紹介

の 86％に向上しましたが、まだ世界には読み書きが

： 伊藤 純 会員

できない人は 7 億 7 千 5 百万人もいます。そして、学

会員増強・維持に関する卓話

校に通っていない子供は 6,700 万人います。

（卓話：地区会員増強維持部門 委員長 大竹 純 様）

識字率はやはり先進国の方が高くなっており、
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」
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100％近いのに対し、発展途上国は低くなっていま

・地区より 9/6 付で新型コロナウイルの新規感染者再

す。特に低いのはアフリカで、南スーダン、アフガニス

拡大についての注意の最新版が届きました。5 人

タンなどは 3 人に 1 人しか読み書きができません。

以上の会食、懇親会の禁止制限は解除となります

国際ロータリーでは 1986 年に識字率向上を重要

が、引き続き黙食、体温が 37.5 度以上の場合はオ

課題に採択し、1997 年に識字率向上月間が始まりま

ンライン出席していただくことをお願いいたします。

した。識字率向上月間は当初 7 月でしたが、2006-7

・地区より、青森県大雨災害義援金ご協力のお願い

年度に 3 月に変更され、2015-16 年度から 9 月にな

が届いております。皆様からのスマイルより、1 人あ

りました。

たり 1,000 円、合計 41,000 円を拠出いたします。

（ロータリーによる活動の例）

・地区より、2023-2024 年度地区役員推薦依頼が届

・アフガニスタン

いております。こちらにつきましては、会長より個別

教育の不平等を無くすため女子学校を建設する。

にお声掛けさせて頂きます。
・越谷南 RC、越谷東 RC より、それぞれ 9、10、11 月

・レバノン
全ての公立学校にきれいな水を提供する設備を

の例会案内が届きましたので、掲示しております。

整える。

・当クラブの公共イメージ部門より、SDGs バッジが配

・アメリカのデトロイト

布されます。皆様の名札に貼り付けましたので、お

成人の半数以上が十分な識字力を持たないと言

受け取りください。

われており、成人への個人指導を行う講師を募集

結婚記念・誕生日祝い

し、その研修を実施。
教育、学力はその国の将来の国力に直結すると私
は考えています。識字率に関しては当クラブが何か
活動を行うには難しいかもしれませんが「基本的教育
と識字率向上月間」の基本的教育についてはこの日
本でもコロナ禍の中、教育格差の拡大等様々な問題
が起こっています。当クラブでも教育格差を埋める事
業を何か行えないか考えてみるのもいいと思います。

（誕生日祝い） 松井 昭夫 会員

幹事報告

江口 公晴 幹事

松井 昭夫 会員

・ 9 月のロータリーレートは 1 ドル 139 円です。

9 月生まれも沢山いるかと思いましたが、どうやら私
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一人しかいないみたいです。私がいなくなると 9 月生

『戦後の越谷』

まれいなくなると思うので、そんなことが起こらないよう

越谷の 5 ロータリークラブも市の発展に伴い発展し
て行きました。当クラブも昭和 51 年（1976 年）5 月 11

に増強含めてお願いしたいなと思います。
考えてみますと 2006 年にクラブに入り、16 年にな

日に設立 47 年目となり準備期間を含め 48 年ぐらい

ります。学生で言うと小学校入学から高校 1 年生とい

過ぎました。ロータリーは奉仕と親睦であり一面では

う感じですね。高校 3 年生まではなんとか務め、高校

社会の縮図で楽しく学ぶことができることが多く、私の

も卒業したら大学に行きたいなと思います。

人生にとって幸せな人生を送ることが出来感謝してい

皆様ご存じですが教育と教養のお話をします。教育

るところです。

は今日行くところがあるかどうか、教養は今日用事が

越谷の方も戦前は良く知りませんが、戦後のことは

あるかどうかということです。この 9 月で 76 歳になりま

覚えています。昭和 40 年代のことからは皆様も良く

した。あと残り少ない人生、今日行くところと今日用事

分かる人も居るかと思います。戦後まもなく食糧難の

があるところを常に考えて、これからも一生懸命頑張

時代のため、東京の人達だけでなく我々も大変な時

って行きたいと思います。ありがとうございました。

代でした。当時は道路も少なく舗装は街中だけであと
は砂利道で農道は砂利も敷いていません。自転車は

表彰 米山功労者

ほとんど走っていません。荷物は馬車や牛車で運ん
で居ました。また、油がないため木炭車で走っていま
したが、木炭ガスをエンジンに送り油の代わりに爆発
させピストンを動かし車を走らせていました。
昭和 22 年占領軍 GHQ よりの命令で農法が施行
され、地主から故作者に土地が与えられました。この
ため、地主さん達は大変な時代でした。また、この年
キャサリン台風による栗橋の堤防決壊し、大洪水の被

1 回目 吉田 実

害をもたらしました。昭和 23～24 年頃になると、国産

会員

2 回目 今井 英治 会員

トラックの日産、トヨタ、いすゞ自動車が製造されガソリ

5 回目 大熊 正行 会員

ン車だけでなく経由で走る車が出始めてきました。

7 回目 黒田 幸英 会員 ・ 関森 初義 会員

昭和 29 年越谷町発足。2 町（越谷、大沢）8 村（桜
井、新方、増林、大袋、萩島、出羽、蒲生、大相模で
越谷町となりました。人口 46,000 人、大塚伴鹿氏が

会員卓話

町長となりました。昭和 31 年武州大沢駅が北越谷駅
になりました。この頃「もはや戦後ではない」と言われ、
神武景気とも言われました。昭和 33 年市制施行され
越谷市となりました。市長は大塚町長が当選。昭和
45 年まで 16 年間務められました。同時期に、越谷に
水道が敷かれ、大沢交差点信号機が設置されました。
昭和 34～35 年、東京では安保反対運動が発生。昭
和 46 年は島村平市郎氏が越谷市長に当選。人口

青木 清 会員
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“弔辞とは弔意を表した文章” とあります。もう今晩

越谷市長に当選。昭和 52 年には島村慎市郎氏が越

しかない。私は大先輩の小河内さんを呼び出し、居

谷市長に当選し、平成 9 年まで 16 年間務めました。

酒屋の座敷で眞々田さんに合った弔辞の文章内容

そして平成 8 年には人口 30 万人の街になりました。

のご享受頂き、一字一句書き留めて、そのメモを自宅
に持ち帰り、巻紙に筆ペンで何回も失敗を繰り返し、
夜中にようやく書き上りました。
翌日、葬儀本番では慎重に弔辞を読み上げ、祭
壇に納める事が出来ました。会長職に就いている間
はこの様な事があるかも知れぬと心得ていた方が良
いです。
そして、もう一件忘れられない出来事があります。
私の会長年度は、当クラブの創立 35 周年でした。記

堀野 眞孝 会員

念式典の実行委員会を立ち上げて、木村二夫さんに

私には、久しぶりの会員卓話です。入会して間もな

委員長に就いてもらい、会場は浅草ビューホテル、お

い頃、「母を語る」と言うテーマで卓話をさせて頂いた

客様の数、お料理、引き出物、式典のスケジュール

記憶があります。

や内容等が決まってきた２０１１年 3 月 11 日東日本大

今回のテーマは無く卓話者の自由とのことです。そ

震災, 地震、津波、原発事故とテレビニュースの映

こで、私は自分の会長（2010～2011）の時の印象深

像は眼を覆いたくなる様な大惨事が発生。

い出来事を思い出しながらお話しさせて頂きます。私

すぐに委員会を招集し、その場で記念式典の中止

には、会長就任前から「堀野さんが会長をやる時は、

と式典予算を義捐金とする事を決定しました。その後、

私が幹事をやります」と言ってくれた、頼もしい助っ人

友好クラブの浪江ロータリークラブの方達と少しずつ

の石川輝次さんが居ました。彼は地元生まれ、地元

連絡が取れるようになり義捐金、飲料水、ランドセル、

育ちで知人が多く、広い人脈を持ち、パソコンをはじ

その他色々な支援物資を被災地に届ける事が出来

め何事にも精通し、私には無いものを全て兼ね備え

ました。この時も、支援物資の手配や取りまとめに石

た優秀な人材でした。お陰様で、私の会長職は全て

川幹事の努力と活躍の凄さが思い出されます。

が順調に推移し、会長幹事会はじめ、あらゆる会合

決して良い出来事では有りませんが、私にとっては

や行事でも彼がしっかりと私を支えてくれました。今で

やりがいのある、充実した年度でした。

も彼への感謝の気持ちは忘れません。
年度半ばに、我がクラブの重鎮だった眞々田さん
がお亡くなりになられて、クラブを挙げて葬儀のお手
伝いをさせて頂くことになりました。ご遺族の意向に添
・残りあと 10 ヶ月、宜しくお願いします。

いながら役割分担等を決めて。いよいよ明日が葬儀
本番と言う日の夕方、我々がそろそろお暇しようとし

大島 直幸

たその時、眞々田さんの奥様から「堀野会長さん、明

・青木会員、堀野会員、卓話楽しみにしております。

日、弔辞！お願いします」…との申し出。私は慌てふ

本日はよろしくお願い致します。

ためきながら「はっ！はい分かりました」と答えました。

江口 公晴
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・青木会員、堀野会員、本日の卓話よろしくお願い致
します。

至：甲子園球場
9 月 10 日午前中に越谷北 RC 野球同好会の選手

鈴木 英男 宮﨑 敏博 大熊 正行
中澤 伸浩 今井 英治 関 雄二郎

一同で甲子園に出場しました。対戦相手は、島根県
の益田西 RC です。

市川 洋和

【（埼玉）越谷北 RC 6 – 8 益田西 RC（島根）】

・本日会員卓話をさせて頂きます。よろしくお願いしま
す。
青木 清
・コロナのタガがゆるんで来ましたが要注意！
堀野 眞孝
・誕生日祝いありがとうございます。
松井 昭夫
・本日は 9 月第一例会ですが、これからもロータリー
がさらに活動し始まります。宜しくお願い致します。

甲子園球場入口にて撮影しました。

中村 隆雄
・いよいよ今週末に甲子園に行って来ます。応援よろ
しくお願いします。
須賀 篤史
・世界平和の為に
関森 初義
・理事会のみの出席になりすみません。
渡辺 裕介

試合前の作戦確認です。

・本日も宜しくお願いします。理事会、すみませんで
した！以後、気を付けます！
大濱 裕広
・青木様、堀野様、本日の卓話宜しくお願いします。
松﨑 義一

越谷北 RC を背負って戦いに向かいます。

出席報告
会員数

41 名

出席者

29 名

出席率

78.3 %

お疲れ様でした！
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