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2022～2023年度                 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新年例会 

浅草で唯一の屋

形船、浅草屋形

船あみ清で新年

の門出をお祝い

しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長挨拶 

 

大島 直幸 会長 

あけましておめでとうございます。本年もよろしくお

願い致します。 

 

幹事報告 

 
江口 公晴 幹事 

・1月のロータリーレートは 132円です。 

・越谷東RCさんより 1、2、3月の例会プログラムが届

いております。例会場に掲示いたしますが、お早め

に詳細をお聞きになりたい方は幹事までお申し出

第 2263回 例会記録   No．19 

令和 5年 1月 11日 

司会： 大塚 具視   編集： 近藤 慎悟 

 

会次第 

 

1．点鐘 

2．お客様紹介 

有限会社平実業 

代表取締役 平 涼子 様 

社会保険労務法人新創 

代表社員 小野寺 瑛子 様 

3．会長挨拶 

4．幹事報告 

 
【次回例会案内】 令和 5年 2月 8日 

クラブビジョン・戦略計画 

3分間ロータリー情報 

外部卓話 

自衛隊埼玉地方協力本部長 1等空佐 高田軍司様 
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ください。 

・次回理事役員会は 1/18 の午前 10:30 から例会場

にて行われますので、お間違えの無いようお願い

いたします。また、議題がある方は土曜日までに幹

事までご提出くださいますようお願いいたします。 

 

お客様紹介 

 

有限会社平実業 

代表取締役 平 涼子 様 

 

社会保険労務法人新創 

代表社員 小野寺 瑛子 様 

会員増強維持委員会伊藤委員長のご紹介により、

会員候補として平様と小野寺様の 2名がオブザーバ

ー参加しました。 

 

 

 例会後は親睦活動委員会の下、新年会が開催され

ました。須賀委員長、お手配ありがとうございます。 

 

浅草駅徒歩 3分の船着場から出発しました 

 

例会の司会は大塚会員が務めました 

 

会長幹事も笑顔で楽しんでいました 

 

とても美味しい海鮮料理でした 
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出陣式リベンジ!今回もサーベルを振り回します 

 

幹事もシャンパンサーベルの儀式に参加 

 

各テーブル新年をお祝いしながら談笑しています 

 

会員同士の親睦も深まりました 

 

景色も楽しみながら紳士的に楽しんでいます 

 

事務局も参加して楽しんでいました 

 

お昼からの飲酒に罪悪感を覚える杉山さん 

 

お昼からの飲酒を心から楽しむ美香さん 
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本日の目玉、春風亭昇太様による落語 

 

巧みな話術により皆様引き込まれていました 

 

記念撮影もばっちり撮影 

 

大濱エレクトによる締めの挨拶 

 

屋形船の後には浅草寺を観光しました 

 

残り半期の無事を祈願 

 

●『落語家』 

春風亭 昇也 プロフィール 

生年月日 昭和 57年 6月 18日 

（芸歴） 

平成 25年 下席 二ツ目昇進 

平成 29年 読売杯争奪激突二ツ目バトル優勝 

平成 30年 彩の国落語大賞 

令和元年  北とぴあ若手落語家競演会大賞 

令和 3年  さがみはら若手落語家選手権準優勝 

令和 3年  花形演芸大賞銀賞 

令和 4年  上席 真打昇進 

他 多数受賞 

 

素敵な新年例会・出陣式を手配してくださった親

睦活動委員会の須賀委員長を始め、ご関係者の皆

様、大変ありがとうございました。 
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2022～2023年度                 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長挨拶 

 

大島 直幸 会長 

皆さん、こんにちは 

先週は屋形船での新年例会に多くの方に参加し

ていただきありがとうございました。 

任期もあと半年となりましたが、しっかりとクラブ運

営を行っていきますので、引き続き皆様のご協力を宜

しくお願い致します。 

いつもの二十四節季ですが、1/20は大寒です。一

年で一番寒さが厳しくなる頃とされています。今年は

暦に合わせるように寒波襲来が予想され、厳しい寒さ

が続く可能性がありそうです。大寒の時は寒稽古など、

耐寒のためのいろいろな行事が行われます。また「寒

仕込み」といって、寒気を利用した食べ物（凍り豆腐、

寒天、酒、味噌など）を仕込むのに最もよい時期とさ

れています。 

さて、先週 9 日は成人の日でした。明治時代から

約 140年間、日本での成人年齢は 20歳と民法で定

められていましたが、民法が改正され、2022年4月1

日より成人年齢が 20 歳から 18 歳に変わりました。と

第 2264回 例会記録 

令和 5年 1月 18日 

司会： 小林 巧   編集： 近藤 慎悟 

 

会次第 

 

1．点鐘 

2．ロータリーソング  「我らの生業」 

3．ロータリアンの行動規範 

4．クラブビジョン・戦略計画唱和 

5．結婚記念・誕生日祝い 

6．お客様紹介 

株式会社イーグルハウジング 

代表取締役 大野 聡史 様 

株式会社クラブキッズ 

兼 NPO法人地域こども包括支援センター 

代表取締役 兼 理事長 野口 峻平 様 

米山記念奨学生 王 学朋 様 

7．会長挨拶 

8．幹事報告 

9．3分間ロータリー情報 

10．お客様挨拶 

11. 委員会報告 

12. 外部卓話 

13. 出席報告 

 

 

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 
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いっても 18歳からお酒が飲めるようになる訳ではなく、

何ができて何ができないのかをまとめてみました。 

 

＜出来る事＞ 

・親の同意がなくても各種契約が可能（携帯電話・ク 

レジットカード等） 

・10年有効のパスポートを取得する 

・公認会計士や司法書士、医師免許、薬剤師免許な 

どの国家資格を取る 

・女性の結婚可能年齢が 16歳から 18歳に引き上げ 

られ、男女とも 18歳となる 

＜出来ない事＞ 

・飲酒・喫煙 

・競馬・競輪等 

・養子を迎える 

ちなみに選挙権についてはすでに 2016年から18

歳以上に変更されています。 

 

そして成人式というイベントは日本独特の風習のよ

うで、海外ではあまりみられないようです。 

お隣の韓国の成人は 19 歳。5 月の第三月曜日が

「成人の日（ソンニョネナル）だそうですが、特に式典

などの開催はないようです。 

中国の成人は 18歳。高校 3年生ということもあり、

受験などに響いてしまうので各学校にてお祝いをす

るそうです。 

アメリカでは16歳になったことを盛大にお祝いする

パーティが開催されるようです。法律上、18歳で成人

になる州がほとんどではありますが、16 歳は「女の子

が大人の階段をのぼり、女性の仲間入りをする節目

の年齢」と昔からの女の子だけが祝う伝統として受け

継がれてきているようです。「Sweet sixteen」ともい

われるそうです。 

イギリスの成人年齢は 18 歳です。イギリスでは 18

歳未満で花火の購入が禁止されています。ですので、

18 歳になったお祝いで、盛大に花火をあげる文化が

あるそうです。 

 

幹事報告 

 
江口 公晴 幹事 

・平涼子様より当クラブへの入会申込を受け付けまし

たので、本日午前に理事役員会において審議され、

承認となりました。例会場に掲示いたしましたので、

異議がある方は本日より 7 日間以内に幹事まで申

し立てをしてください。 

・地区より、RYLA 研修セミナーの案内が届いていま

す。募集期間は2/15までとなっておりますので、詳

細をお聞きになりたい方は幹事までお申し出くださ

い。 

・年末に FAXにてご案内しておりますが、1/28に IM

が行われます。13 時受付開始、14 時より開会、場

所は越谷コミュニティセンター・ポルティコホールで

す。実行委員会宛に出席人数の報告をしなければ

なりませんので、まだ出欠の FAX をいただいてい

ない方は、今日が締切りになっていますから、お早

目にお送りくださいますようお願いいたします。 

 

結婚記念・誕生日祝い 
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（結婚記念） 

中村 隆雄 会員 ・ 江口 公晴 会員 

松井 昭夫 会員 ・ 川島 徹   会員 

（誕生日祝い）  

青木 清  会員 ・ 松﨑 義一 会員 

大熊 正行 会員 ・ 髙橋 忠克 会員 

渡辺 裕介 会員 

 

 

青木 清 会員 

新年を迎えまして、改めておめでとうございます。

今年もよろしくお願いします。今月 82 歳になってしま

うのですが、どうやら今のところ悪いところは無さそう

なので、まだまだ頑張れます。80 年前には太平洋戦

争がありまして、しばらく平和な時代が続きましたが、

またこれから大変な時代になるのかなと感じておりま

す。今日は本当にありがとうございました。 

 

 

中村 隆雄 会員 

結婚祝いという事でブーケを頂きありがとうございま

した。結婚して何年かわからないので先ほど女房に

電話しましたが、女房もわからないということで困って

いましたら調べてもらえていましてわかりました。昭和

48 年みたいです。ちょうど 50 年になりました。今後と

もよろしくお願い致します。ありがとうございました。 

 

表彰 

ポール・ハリス・フェロー（6回目） 

太田 靖彦 会員 

45年以上永年在籍者 

青木 清 会員 

 

 

3分間ロータリー情報 

 
大濱 裕広 会員 

「日本のロータリー」(引用元：ロータリーの友 1月号より) 

 わが国最初のロータリークラブは、1920(大正 9)年

10月 20日に創立された東京ロータリークラブで、翌

1921年4月1日に、世界で855番目のクラブとして、

国際ロータリーに加盟が承認されました。 

 日本でのロータリークラブ設立については、ポー

ル・ハリスの片腕としてロータリーの組織をつくり、海

外拡大に情熱的に取り組んだ初代事務総長チェスリ

ー・ペリーと、創立の準備に奔走した米山梅吉、福島

喜三次などの先達の功を忘れることができません。 

 その後、日本のロータリーは、第 2次世界大戦の波

に洗われて、1940年に国際ロータリーから脱退しま

す。戦後1949年 3月になって、再び復帰加盟します

が、この時、復帰に尽力してくれたのが国際ロータリ

ーの第 3代事務総長ジョージ・ミーンズでした。 

 その後の日本におけるロータリーの拡大発展は目

覚ましいものがあります。ロータリー財団への貢献も

https://koshigayakita-rc.jp/
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抜群で、今や国際ロータリーにおける日本の地位は

不動のものになりました。現在、日本全体でのクラブ

数は2,216、会員数84,467人(2022年10月末現在)

となっています。 

●ロータリークラブの数（2022年 10月末時点） 

 クラブ数 人数 

世界 37,080 1,201,081 

日本 2,216 84,467 

埼玉 2770地区 74 2,381 

 

お客様挨拶 

 
米山記念奨学生 王 学朋 様 

皆さん、こんにちは。あけましておめでとうございま

す。去年の四月から皆さんにお世話になっています。

残り二ヶ月の間もよろしくお願いいたします。 

先週は卒業論文の印刷の準備があるので、新年

会が参加できませんでした。本当に残念です。でも、

皆さんおかげさまで、卒業論文を無事に提出すること

ができました。やっと少し気持ちが楽になりました。本

日もよろしくお願いします。 

 

委員会報告 

親睦活動委員会 須賀 篤史 委員長 

新年例会ご参加ありがとうございました。3/22(水)

の観桜例会を 3/29(水)に変更いたします。場所は上

野を予定しております。皆さまご参加よろしくお願いし

ます。 

 

国際奉仕委員会 吉澤 晴雄 委員 

 2 月 16～19日に会員 7名でベトナムのホーチミン

に行って参ります。気持ちはメンバー全員で行きたい

と思っていますので、皆様の心温まるカンパの方よろ

しくお願いします。それでは行って参ります。 

 

外部卓話 

 
株式会社クラブキッズ 兼 

NPO法人地域こども包括支援センター 

代表取締役 兼 理事長 野口 峻平 様 

みなさんこんにちは。本日は越谷北ロータリークラ

ブの例会に参加させて頂き、誠にありがとうございま

す。自身について、生業についてのお話と伺っており

ますので、まずは自己紹介をさせて頂きます。 

株式会社クラブキッズ、NPO法人地域こども包括

支援センターから参りました、野口峻平と申します。

年は 31歳です。名前の峻平という文字ですが、人偏

や馬偏ではなく、山偏の峻を使います。両親からは、

自分に厳しく、人には山のように広く平等に優しくとい

う思いからつけてもらいました。長所と短所は表裏一

体でもあると言いますが、名前の意味通り優しさと想

いやりのある人間と言われますが、自分自身にも甘い

ところがあります。趣味はアウトドアでキャンプや釣り、

またインドアもいけるたちでしてゲームも大好きです。

学生時代は今でいうプロゲーマーのような形で、選手

としてプレイしていた時期もありました。生まれは新潟

県柏崎市、育った場所はお隣春日部になります。生

い立ちですが、両親とは学生時代から不仲が続き離

れた生活を送っていましたが、前職の転勤をきっかけ

に父と過ごす時間が増え、気づけば共に働くことにな

https://koshigayakita-rc.jp/
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り今に至ります。お話したように、越谷にはゆかりも繋

がりも無い中で来た私ですが、越谷青年会議所に入

会し視野、感覚が広がり、世界が変わりました。これま

でに得られた経験を糧に、より一層成長していきたい

と思います。 

仕事については、現在児童福祉施設の運営をさせ

ていただいております。父が立てた会社ですが、私

自身未経験の職種、場所での仕事に不安な毎日が

続いていましたが、ここにいらっしゃる皆様方や先程

お話させて頂いた青年会議所がこの不安を打ち消し

てくれたと同時に、広く繋がりを持てたことで仕事はも

ちろんの事、繋がりやご縁の大切さを感じることがで

きました。 

今年は越谷青年会議所 50周年を迎えます。本日

共に参加させて頂きました、大野理事長とメンバーと

共に夢を伝えていけるように、私も全力で行動させて

頂きます。今後とも、宜しくお願い致します。 

 

 

株式会社イーグルハウジング 

代表取締役 大野 聡史 様 

本日は越谷北ロータリークラブの例会にお招きい

ただき誠にありがとうございます。株式会社イーグル

ハウジングの大野と申します。ピタットハウスに加盟し

ていまして越谷駅西口の税務署近くに事務所があり

ピタットハウス越谷として営業しています。仕事内容

は土地や戸建ての売買やアパート、駐車場の管理や

賃貸を行っています。2013年に設立し、お陰様で10

周年を迎えることができました。 

私は菅原産婦人科で産まれ、萩原第一幼稚園に

入園し、越ケ谷小学校、中央中学校、浦和学院、上

武大学と学生時代は過ごしました。 

父は越谷中央ライオンズ、叔父は越谷東ロータリ

ーに所属していますので本当にいつも皆さま方には

お世話になっております。なぜ曙運輸で働いていな

いのかとういう質問が多いのですが、私としては視野

を広めた。そんな気持ちが強かったため、そして自分

の力がどこまで通用するのかチャレンジしたく外にで

ました。 

学生時代では主に小学生から大学まで野球を続

け、今私がこうして立たせていただいているのも野球

を通じての成長があったからこそだと思っています。

越谷リトルリーグに入団し越谷シニア、浦和学院野球

部、上武大学で野球をしてきましたがチームの仲間

にも恵まれて、中学生では全国大会への出場、高校

では甲子園に出場、大学でも全国選手権と色んな経

験をさせていただきました。当時の浦和学院野球部

は全国からはまだ集まっておらず、ほとんどが埼玉の

メンバーでした。大学からは全国から集まり北海道か

ら沖縄まで同級生をはじめ、先輩後輩のよい関係性

をつくることができ良き仲間に出会えました。 

野球のみで進学をしてきたため受験をしたことがあ

りません。初めての就職活動を行い、東京都千代田

区にある不動産差会社に入社しました。同期には宅

建の資格をもった人や建築資格等学生時代に準備

してきたことが分かるぐらい立派な人が多く不安から

スタートしました。初めはコピーの取り方、電話の取り

方さえ知りませんでしたが、先輩から教わり少しずつ

仕事を覚えていきました。そこから仕事の楽しさを覚

え、特にご自宅が売却できた時、購入した時の「あり

がとう」の言葉はとても嬉しく、このために仕事をして

いるのだなと学びました。そこから 3年経験をさせて

いただき越谷で独立をさせていただきました。初めは

人脈もなく苦労ばかりで睡眠時間もほぼなく、家と職

場の行ききでした。 

越谷青年会議所と出会い、入会してからつながり

https://koshigayakita-rc.jp/
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が大きく変わりました。まちの発展等、奉仕活動をす

るようになり価値観が変わってきました。本年度は第

50代理事長として務めさせていただき、会社は 10周

年、そして越ヶ谷小学校の PTA会長として 150周年

をむかえさせていただき、記念ごとが多くありますの

で、この 1年間全てのことにおいてやりきっていきた

いと思います。 

最後になりますが、本年度の越谷市民まつりをはじ

めご協力をお願いする機会が増えてくるかと思いま

すが、引き続きよろしくお願いいたします。本日はあり

がとうございました。 

 

  

・お客様ようこそ。越谷北 RC へのご入会お待ちして

おります。 

大島 直幸 

・結婚祝いありがとうございます。大野様、野口様よう

こそ。卓話楽しみにしております。 

江口 公晴 

・新年明けましておめでとうございます。今年もよろし

くお願い致します。 

黒田 幸英 

・誕生日祝いありがとうございます。62 歳になりまし

た。 

大熊 正行 

・誕生日祝いありがとうございます。本日よろしく。 

青木 清 

・越谷 JC理事長大野様、専務理事野口様ようこそ! 

大熊 正行 青木 清 松﨑 義一 

須賀 篤史 

・本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。 

堀野 眞孝 

・本日例会よろしくお願い致します。 

中村 隆雄 吉田 実 

・新年あけましておめでとうございます。本年も宜しく

お願い申し上げます。 

宮﨑 敏博 

・誕生祝ありがとうございます。お客様ようこそ。 

渡辺 裕介 

・お客様ようこそ!皆様、本年もよろしくお願いします。 

近藤 慎悟 

・今年も宜しくお願い致します。 

佐藤 要 太田 靖彦 

・大野聡史様、野口俊平様、本日の卓話よろしくお願

い致します。 

鈴木 英男 深野 秀樹 今井 英治 

・お客様いらっしゃいませ。皆様、本年もよろしくお願

いします。 

市川 洋和 関 雄二郎 

・結婚祝いありがとうございます。 

松井 昭夫 

・本日もよろしくお願い申し上げます。お客様ようこ

そ。 

新沼 徹 

・世界平和の為に。お客様ようこそ。 

 大濱 裕広 

・大野様、野口様、本日ようこそいらっしゃいました。

王君、卒論がんばってください。 

中澤 伸浩 

・本年も宜しくお願い致します。平涼子さん入会予定

となりましたので宜しくお願い致します。 

伊藤 純 

・世界平和の為に。 

関森 初義 

 

出席報告 

会員数          41名 

出席者          34名 

出席率          89.5 % 

 

https://koshigayakita-rc.jp/

