
〈ビジター・お客様紹介〉
• 会員のご家族の皆様　
• 川越ローターアクト：
   会長　市川 雄也 様／幹事　青山 一樹 様

〈会長あいさつ〉
　本日、最後の会長の時間となります。最
終家族夜間例会に大勢の皆様がお集まりい
ただき、誠にありがとうございます。今年度も無事、終了す
ることができそうですが、最後までしっかりと務めさせてい
ただきます。　１年を振り返ってみますと、当クラブの７０
周年という大きな節目で会長を務めさせていただき、とても
光栄に感じております。無我夢中でやってきたこともあり、
皆様には多大なご迷惑をおかけしたことをお詫びするととも
に、ご尽力を賜り、ありがとうございました。無事に大役を
務めさせていただき、今年度の役員、会員の皆様、そして支
えていただきました会員の家族の皆様のおかげと心より感謝
を申し上げます。
　コロナ禍ではありましたが、予定された計画もなんとか終
えることができました。今年度は４６回の例会を予定してお
りましたが、緊急事態宣言により６回の例会を休会とさせて
いただき、開催されたすべての例会を私が点鐘させていただ
きました。先ほど岩堀副会長からも素晴らしいことですねと
言っていただきました。これも皆様の支えがあってのことで
あり、本当に感謝申し上げます。特に陰ながら支えていただ
きました、吉澤幹事には心より感謝致します。幹事をお願い
したところ快く引き受けていただき、頭脳も明晰であり厳し
い面もあったかと思いますが、吉澤幹事のおかげで、１年間
無事に終えることができそうです。パスト会長のご指導や、
諸先輩たちのアドバイスもあり、歴史と伝統のある川越 RC
の会長として最後の例会を迎えることになり、感無量でござ
います。このあと素晴らしいアトラクションもご用意させて
いただいておりますので、皆様には１年間の労をねぎらって
いただき、ゆっくりとお楽しみいただきたいと思います。ま
た事務局の石田さん、栗原さ
ん、エレクトーンの吉田さん、
川越プリンスホテルの方々に
は大変お世話になり誠にあり
がとうございました。以上、
１年間のお礼と感謝を込めて
退任のご挨拶とさせていただ
きます。

　最終例会となりましたので幹事としてのご挨拶をさせてい
ただきます。月並みの言葉ですが、長いようで短い１年間だっ
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　この度異動の発令がございまして、本社デ
ジタル革新本部資材調達センター所長として
勤務させていただくこととなりました。この
重責を担わせていただく理由は、紛れもなく、
川越での２年間があったからだと思います。
ほんとにありがとうございました。２年間と
いう短い期間ではございましたが、歴史と伝
統があり、活気に満ち溢れた川越ＲＣに所属させていただき

　川越RCのHPを、７月１日
の新年度のスタートと同時にリ
ニューアルさせていただきま
す。ニュース記事をトップに配
置し、石井会長・RI会長のメッ
セージをはじめ、RC に関する
PDF 資料や動画、代表的な事
業を紹介しております。また地
区大会や 70 周年の模様についても PDF を掲載し、川越 RC
の素晴らしさを分かっていただけるように工夫しました。
　SNSの活用も積極的に行うため、川越RCのFBを立ち上げ、
掲載記事もHPから確認できるようになっており、次年度公共
イメージ委員会副委員長である小城さんより既にいつくか投稿
していただいております。例会の模様や美味しいランチの写真
をご紹介させていただくなど、例会への出席率を高め、新規入
会者増につながることも期待しております。また『川越いいと
ここんなとこ』シリーズを企画し、地元から見た川越の良さを
紹介しておりますので、皆様にもフォローをお願いいたします。
　さらに、年間行事予定・例会スケジュールと卓話内容・各委
員会の炉辺会合の日程も確認できるようにしております。是非
皆様にご活用いただき、今後もさらに充実を図り発展させてい
ただければ幸いです。

【ロータリー財団表彰】　
▪マルチプル・ポール・ハリス・フェロー
　馬場 常正／𠮷澤 德安／米原 恭淳／小杉 國武／野溝 守
▪ポール・ハリス・フェロー
　山口 裕 （敬称略）　

【米山功労者表彰】
　馬場 常正 (18 回目 )／相原 茂吉 (８回目 )／三室戸 東光　
　(６回目)／野溝 守(２回目)／髙橋 徹治／栗原 雄一 （敬称略）
　【クラブ表彰】
▪米山功労クラブ (第34回 )
▪2020-21年度米山5000万円達成クラブ感謝状
▪2020-21年度R財団End Polio Nowキャンペーン感謝状
▪2020-21年度100%ロータリー財団寄付クラブバナー

●会員の皆様、ご家族の皆様、一年間大変ありがとうござい
ました。＜会長／幹事＞　●宅間会員、二年間大変ありがと
うございました。新天地でのご活躍を心よりお祈り申し上げ
ます。＜会長／幹事＞　●小髙会長、𠮷澤幹事一年間ありがと
うございました。次年度もよろしくお願い致します！！＜（次
年度会長幹事）石井／野溝＞　●会長、幹事難しい一年間、
リーダーシップをありがとう＜（パストガバナー）立原／相
原＞　●石井会長野溝幹事来年はガンバレ！！＜（パストガ
バナー）立原／相原＞　●親睦委員会の皆様、ありがとうご
ざいました。＜（パストガバナー）立原／相原＞　●会長、幹
事、一年間ご苦労様でした。＜坂口／片山／水村／和田／八
木／西澤／小川／栗原／𠮷﨑／山田（哲）／馬場（弘）／藤
井／小谷野／齊藤（智）／小林／馬場（常）／上原／木澤／
栗林／三室戸／須賀／山﨑／岩堀／佐藤（道）／洞井／島村
＞　●親睦委員会の皆様、一年間本当に御苦労様でした。＜
𠮷澤／小城／小林／鈴木（壮）／坂口／栗原＞　●本日が最
後の例会となります。皆様のおかげでとても充実したロータ
リーライフでした。本当にありがとうございました。＜宅間
＞　●宅間さん川越ＲＣでの活躍、御苦労様でした。益々の
御活躍を祈念しています。＜西澤／小林／馬場（常）／須賀
／八木／島村／佐藤（道）＞　●本年クラブ管理部門長とし
てお世話になりました。＜野溝＞　●前回ニコニコ忘れてし
まいました。一年間ありがとうございました。＜青柳＞　●
いつも大変お世話になっております。最終例会、先約があり
まして誠に申し訳ございませんが欠席させて頂きます。＜福
島＞　（敬称略）　　　　　　　　　　　【合計107,000円】

たと思います。会員歴の短い私に、川越ＲC
の幹事という大役を務める機会を与えてい
ただきましたことを、小髙会長に深く感謝
を申し上げたいと思います。またクラブ運
営面で小髙年度を支えていただきました理
事・役員の皆様には心より御礼を申し上げた
いと思います。さらに、縁の下でクラブを支
えていただきました事務局の石田さん、栗原さん、生演奏で
盛り上げていただきましたエレクトーンの吉田さんにも感謝
を申し上げたいと思います。
　小髙年度の1/3の期間は７０周年記念事業の準備に向けら
れました。コロナ禍にも関わらず、記念式典・祝賀会が成功
裏に終えることができましたことは、ひとえに西澤式典委員
長並びに石井実行委員長の強いリーダーシップのもと、会員
の皆様の支えによっての成果であったと思っております。あ
らためまして、皆様に感謝申し上げます。
　小髙年度は川越 RC を会員の皆様にとっても、より有意義
なクラブにしようと目標を掲げ、中期戦略計画の初年度にな
ります。年度のテーマを『Go! One Step Further!（もう一
歩踏み出そう！）』とし、従来とは少し異なるクラブ運営を実
行してまいりました。その是非に関しましては会員皆様のご
判断に委ねられると思いますが、石井年度にもぜひ、その精
神を受け継いでいただき、さらに魅力的なクラブ作りをお願
いしたいと思います。
　個人的にはクラブや地区について、多くを学ぶことができ
ました。そもそも論に関しては坂口研修リーダーから、地区
運営に関しましては立原・相原両パストガバナーから、クラ
ブ内で案件を通していくことに関しては、馬場 弘・藤井両パ
スト会長より、そして何より例会の毎回出席する意味につい
ては、今泉 清詞パストガバナーと馬場 常正パスト会長の姿
勢から学ぶことができました。その他７０周年記念式典に招
いた、刀根パストガバナー（2650 地区）からは大所高所か
らのロータリーについて学ぶことができ、まさにロータリー
クラブは人によって支えられている人生の学びの場であるこ
とを学習した１年でした。
　最後にコロナやウクライナ問題、40 年ぶりの物価上昇に円
安と時代は増々混沌としておりますが、会員皆様の事業のご発
展と川越RCが皆様にとって、より一層有意義なクラブになっ
ていくことを願いまして、退任のご挨拶とさせていただきます。
１年間大変お世話になり、誠にありがとうございました。

ましたことを、本当に光栄に感じております。
　入会時よりコロナ禍でありまして、例会がない期間もあり
ましたが、中身は濃く充実しておりました。特に印象に残っ
ておりますのは、地区大会と７０周年の記念イベントでござ
います。大規模なイベントであり、企画構成が素晴らしく、
会員の皆様が各所で知見や才能を活かして活躍されている姿
を拝見して、ロータリークラブはまさに街の縮図みたいだな
と感じました。これだけ多彩なメンバーが集まって本気で議
論したら、解決できないことはないなとわくわくしたのを今
でも鮮明に覚えております。これは川越 RC ならではのこと
であり、その一員になれたことを嬉しく思っておりました。
　また、委員会活動を通じて普段はお話ができないような職種
の方と交流させていただき、勉強になることも多く、一緒に考
えてくれる仲間と強固な信頼関係が構築できたことは一生の宝
物だと思っております。その中の成果の一つがHPのリニュー
アルでありまして、私のような転勤を伴う会員にも活躍の場を
与えて下さった川越 RC の皆様には本当に感謝しております。
　仕事は川越から離れますが、川越の大ファンであり川越ま
つりの開催も楽しみにしております。川越 RC の益々のご発
展をお祈りして、退会のご挨拶とさせていただきます。

懇親会

担当：親睦委員会 司会：津田 のぞみ 委員

会報委員会メンバー：クラブ管理部門委員長 八木 拓也／会報委員長 京野 弘一／会報副委員長 佐藤 
道晴／石﨑 篤史／上原 孝之／片倉 正樹／久保田 誠／小橋 誠／千賀 恒広／谷池 正弘／渡辺 幸紀
協力：石田 功味子様／栗原 里美様（事務局）

1年間大変お世話になりました！　会報委員会一同

　第２部は同会場にて、ご家族をご招待してのディナー
ショーが開催されました。乾杯：石井会長エレクト／ライブ :
オルケスタ･デ･ラ･ルス＆ノラ／花束贈呈：小髙会長／締め
の挨拶：坂口会長ノミニー／閉会の言葉：岩堀副会長。
最後は約３年ぶりに手をつなぎ輪になって『手に手つないで』
を合唱し、2021-22の小髙年度を締めくくりました。

会長の時間

小髙 章2021-22年度　会長

幹事報告

2021-22年度　幹事

ニコニコボックス委員会 山田 哲也 委員長

ニコニコボックス

NTT東日本 埼玉西支店長 宅間 由美子 会員

退会挨拶

HP特別委員会 宅間 由美子 委員長

委員長報告

財団米山部門 蓼沼 光夫 委員長

ロータリー財団・米山功労者表彰
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クラブテーマ
Go! One Step Further!
もう一歩踏み出そう！

2021-22年度
川越ロータリークラブ会長
小髙 章

国際ロータリーテーマ
奉仕しよう みんなの
人生を豊かにするために
2021-22年度
国際ロータリークラブ会長
シェカール・メータ

プログラム 例会報告


