
プログラム
点鐘（12：30）／ロータリーソング（君が代・奉仕の理想）／ビ
ジター・お客様紹介／卓話講師紹介／会長の時間／幹事報告／
委員長報告／ニコニコボックス／出席報告／卓話／点鐘（13：
30）〈司会：島村SAA〉

会長の時間
2022-23年度 会長　石井成人

≪ビジター・お客様紹介≫
 川越市制 100 周年記念映画「リ、ライト」の一ノ瀬晶監督、
遠藤プロデューサー
≪卓話講師紹介≫
 担当：社会奉仕委員会　講師：五十幡和彦様
演題：ロータリーの奉仕
≪会長挨拶≫

　皆さんこんにちは、いよいよ９月にな
りました。天候はいまいちですが、皆さ
んお身体には気を付けてご出席して頂け
ればありがたいと思います。まず初めに
理事会報告をさせて頂きます。
【理事会報告】
令和４年９月６日（火）
川越プリンスホテル３階　11：00 ～

（１）新会員推薦について、承認されました。
（２） 地区大会（選挙人）について、9月 22 日に地区大会が

開催されますが、当クラブでは私（石井会長）・野溝幹
事・西川会員・齊藤会員の４名に決まりました。

（３） 10 月 2 日（日）米山梅吉記念館訪問について、承認さ
れました。

（４） 「小江戸川越ハーフマラソン 2022」協賛について、承
認されました。

（５） 川越八幡宮「令和 5年 川越希望の一文字」協賛につい
て、承認されました。

（６） 赤い羽根共同募金について、一人当たり 1,000 円でクオ
カードその他は頂かないということで承認されました。

（７） スナッグゴルフ協会の会員申し込みについて、承認さ
れましたのでご協力お願い致します。

【報告事項】
（１）４ＲＣ共同社会奉仕連絡協議会残金報告 328,340 円
（２）９月の予定
　　16 日（金） 台北西北 RC62 周年に関わる Zoom の接続

テスト 19：30 ～ 20：30
　　20 日（木）例会休会 22 日地区大会へ振替
　　22 日（木）地区大会　於：帝国ホテル
　　23 日（金） 台北西北 RC62 周年記念式典 Zoom 開催 

18：40 ～ 20：30

影させて頂きまして、今月 17 日から川越スカラ座で公開さ
れるこことなりました。23 日からは池袋シネマロサで公開
し、それから順次全国で公開される流れとなりました。
　映画の PRをさせていただきますが、「リ、ライト」とは「再
び明かりを灯す」という意味であります。今は人が集まれな
い状況が続いておりまして、それでも明かりを灯せば人が集
まれる、人が集まれる大切さとか出会いのすばらしさみたい
なことを描いております。
　川越では 2週間放映させて頂きますが、この業界では観客
の入りが良いと期間が延びることになります。本日チケット
を持参しておりまして、皆様のお力が私たちを全国に押し上
げることになりますので、是非ご購入してスカラ座へ足を運
んで頂ければと思います。

幹事報告
2022-23年度 幹事　野溝 守

９月のロータリーレートは、
1＄＝ 139 円（８月 133 円）。
〈配布物〉
・会報
・2021 － 22 年度地区大会報告書
・ ９月 17 日から 23 日までスカラ座で上
映される川越を舞台にした映画「リ・
ライト」のチラシ。

・KOEDO KAWAGOE JAZZ × ライトアップの チラシ。
〈お知らせ>
・ 新会員のご紹介を郵送致します。ご意見がありましたらご
連絡下さい。
・ 10月23日（日）13時より、鶴ヶ島駅前のアルカーサル迎賓館で、
「米山記念奨学生スピーチコンテスト」が開催されます。
・ 本日、例会終了後、卓話講師の五十幡和彦地区奉仕プロジェク
ト統括委員長を囲んで茶話会を開催致しますのでご参加下さい。

委員長報告

〈戦略計画委員会　吉澤委員長〉
　8月 31 日（水）に開催されました第 1回川越戦略計画委
員会についてご報告します。
　今後の第 2570 地区と川越ロータリークラブの関係性をど
のようにしていくか、また今後の川越ロータリークラブのあ
り方など意見交換を行いました。結論は出ておりませんが、
これをベースにクラブ協議会を開催させて頂き、皆さんのご
意見を賜りたいと思いますのでよろしくお願いします。
〈米山記念奨学会　山﨑委員長〉
　本日の理事会で承認されました 10 月 2 日（日）の米山梅
吉記念館訪問につきまして、当日まずは米山梅吉記念館を見
学し、お墓参りの後に鎌倉殿の 13 人の大河ドラマ館へ行き
まして、最後にお土産を購入するという行程となっています。
是非皆さんのご参加をお待ちしております。

ニコニコボックス
● 地区奉仕プロジェクト統轄委員長五十幡和彦様、本日の卓
話よろしくお願い致します。〈会長／幹事〉
● 一ノ瀬晶様、遠藤佳代子様、舞台は川越「リライト」の上映キャ
ンペーンご苦労様です。楽しみにしております。〈会長／幹事〉
● 本日は卓話でお世話になります。石井会長、野溝幹事を始
めとする川越RC様の益々のご発展を心よりお祈り申し上
げます。〈五十幡和彦（奉仕プロジェクト委員会統轄委員長）〉
● 五十幡様ようこそ川越RCへ。卓話よろしくお願い致しま
す。〈八木、西澤、鈴木（壮）、青柳、佐藤（文）、山田（哲）、
小川、山口（裕）、小谷野、相原、藤井、島村、𠮷澤、西川、
坂口、住谷、齊藤（智）、上原、栗原、小髙、片山〉

● 一昨日で、相原求一朗展が無事終了致しました。川越 RC
の皆様にはご多忙にもかかわらずご来館頂き、本当にあり
がとうございました。〈相原〉
● 小江戸川越REMIX（レミックス）のチラシを入れました。
各バンドもつぶより（しかも無料）で楽しめます。どうぞ
お出かけ下さい。〈片山〉
●誕生祝いありがとうございました。〈山口（崇）〉
● 誕生日祝い、六花亭の美味しいお菓子を頂戴しありがとう
ございました。〈佐藤（文）〉
●早退２名（敬称略） 合計３５，０００円

出席報告（片倉委員）

次週卓話紹介（会報委員会　佐藤委員長）
　次回卓話は（株）ダイニングイノベーションの執行役員丸
山晃様にお願いしまして、飲食業界におけるフランチャイズ
ビジネスの強い組織づくりや経営管理、広告、マーケティン
グなどのお話をして頂きます。

卓話

講師：行田さくらRC　地区奉仕プロジェクト委員会　統轄委員長
　　　五十幡　和彦（いそはた　かずひこ）　様
演題：ロータリーの奉仕

　私は川越ロータリークラブの多くの方々
に大変お世話になっておりますので、まず
は御礼申し上げます。今回はロータリーに
入会して間もない会員向けにロータリーの
奉仕についてお話しさせて頂きます。
　まず初めに「ロータリーの魅力は何です
か？」という内容がロータリーの友に掲載

されていました。一番多い意見が「異業種交流ができる」、
それ以外にも「自己研鑽と学習・成長の機会」「ビジネスに
活用できる」ということでした。
　また、2016-17 年度行田さくらロータリークラブの方針を
「我れ磨き、事業も磨くロータリー」としました。ただそれ
だけであれば埼玉経済 5団体の活動とあまり違いはありませ
んが、ロータリーには奉仕という基盤があります。そこで奉
仕について考える上でロータリーの誕生を抜きにして語るこ
とはできませんので、「ロータリーの誕生」～「ロータリー
の歩み」（ドナルド・カーター入会拒否事件）～「ロータリー
の基本理念」と順を追ってご説明させて頂きます。
【以上につきましては、HPに掲載の PowerPoint 資料をご参
照ください。】

　それらを踏まえまして後半は、第
2570 地区の社会奉仕委員会が現在取
り組んでいることについて紹介させ
て頂きます。川越ロータリークラブ
の中には多くの方々が地区で活躍な
されておりますが、まだまだ地区の

ことを知らない方もいらっしゃるかもしれませんので、これ
から各委員会の概要をご説明させて頂きますので宜しくお願
いします。
　【各委員会の概要につきましては、HP に 掲載の
PowerPoint 資料をご参照ください。】

　尚、地区の役割は、各クラブの発
展のためのお手伝いをさせて頂くこ
とでありまして、情報発信としてセ
ミナーへの参加や卓話の講師など含
め私たちを有効活用して
ください。

　※詳細はHPをご覧ください。

　９月は、「基本的教育と識字率向上月間」・「ロータリーの
友月間」となります。そして、本日は風流と申しますか、楓
雅と申しますか、お月様のお話しをします。
　今週の土曜日は中秋の名月です。本来は旧暦の 8月 15 日
の夜に見える月のことを言いますが、今年の中秋は、９月
10 日になります。正確な満月は 18 時 59 分だそうです。
　月見の風習はアジア各地でありますが、日本人も古来より
月が大好きです。万葉集にも天智天皇や額田王の歌がありま
す。平安時代以降では古今集、新古今集など、枚挙にいとま
がありません。中でも中秋の月は 1年で一番いい月と言われ
ています。それは中秋のころは秋晴れも多く、空気が澄んで
月が美しく見えるからと言われています。もともと、中国か
ら伝わった月見の風習を、日本では平安時代に宮中のみやび
な人達が月見の宴として風雅を楽しむようになったようで
す。やがてそれが庶民に広がると、ちょうどいも類の収穫時
期でもあるので「芋名月」という別名もあります。
詠み人しらずの歌に
　「月々につき見る月は多けれど　つき見る月はこの月の月」
という歌があります。京都拇尾高山寺の明恵上人は真っ赤な
月を見て
　「 あかあかや　あかあかあかや　あかやかや　あかあかあ
かや　あかやかや月」

と歌っています。
　また、平安時代に遣唐使として派遣された阿倍仲麻呂は中
国から帰る途中、海から昇る月を見て、故郷の奈良を想い
　「天の原振りさけ見れば春日なる　三笠の山にいでし月かも」
と歌いましたが、船はベトナムに流されて、帰国はかないま
せんでした。
　中秋の名月だけでなく、旧暦の 9月 13 日の月は「十三夜」
と言われ、中秋の名月と同じように尊ばれ好まれてきました。
今年は 10 月 8 日だそうです。
　この週末、ススキを飾りお団子を食べながら月を見れば、
心が優雅になり落ち着くこと請け合いです。今は 10 日の晴
天を祈るばかりです。少し雲が掛かった雲遮月なら最高です。
さて、本日は 9月 17 日よりスカラ座で上映予定の、川越が
舞台の映画「リ、ライト」の一ノ瀬昌監督とプロデューサー
の遠藤佳代子さんが、お見えになっていますので、PRをお
願い致します。是非、多くの皆様にご覧いただきたいと思い
ますので、チケットのご協力もお願いします。

ビジター・お客様紹介告

　川越市制 100 周年記念映画
「リ、ライト」の一ノ瀬晶監督、
遠藤佳代子プロデューサー
　映画監督の一ノ瀬と申します。
2020 年に川越を舞台に映画を撮

2022年9月6日 第3398回例会

会員数 101 名 免除出席者 ３名 正会員出席者 55 名 出席者 58 名 早退 ２名 出席率 59.18％

会場：川越プリンスホテル５階 Rotary International District 2570

国際ロータリー第2570地区
川越ロータリークラブ会報
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※詳細はHPをご覧ください。
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