
〈卓話講師紹介〉
2022-23年度 会長エレクト  石井 成人会員

〈会長あいさつ〉
　皆さんこんにちは。本日は２点ございま
す。１点目は、５月14日に若狭ロータリー
クラブ 60 周年記念式典に出席してまいり
ました。当クラブからは私と𠮷澤幹事、市
内のクラブからは川越小江戸 RC 福山会長エレクト、川越
西 RC 田村会長・久保田幹事の合計５名で参加してまいり
ました。若狭 RC は、当クラブの 70 周年記念式典に会長、
幹事でご参加いただきまして、それを受けて今回参加いた
しました。大変な歓迎と共におもてなしを受け、素晴らし
い式典でした。ちなみに、若狭 RC は福井県小浜市にあり、
川越からは５回乗り換え、片道６時間かかりました。若狭
RC は会員 17 名、当日は近隣のクラブと地区のガバナー、
パストガバナーと総勢で 80 名程度参加されました。当ク
ラブ 70 周年の記念講演をしていただきました刀根 荘兵衛
様もパストガバナーとして参加されており、ご挨拶をして
まいりました。若狭 RC と当クラブは平成３年に姉妹クラ
ブとなり、お互いの周年事業があるときに交流をしてまい
りました。何故若狭 RC と姉妹クラブになったかと言うと、
川越市と小浜市が、今の市長の父親の代の昭和 57 年に姉
妹都市になっていることに由来しています。翌日、小浜神
社の宮司様に川越と小浜の交流の歴史のお話を伺いました。
今から約 350 年前、酒井 忠勝という人が武州川越の２代
目藩主として赴任してきており、この方が寛永４年
（1627 年）に時の鐘を建造したとのことです。その後、
酒井 忠勝は小浜藩主になり、そこから川越と小浜の繋がり
が始まったとのことです。当日は記念式典と祝賀会を予定
していましたが、福井県の感染拡大警報が延長されたため、
残念ながら祝賀会は中止となりましたが、川越市内から参
加したメンバーには大変素晴らしいおもてなしをしていた
だきました。２年後には敦賀まで新幹線が開通するようで
すので、皆様も機会がありましたら是非若狭 RC のある小
浜市を訪れていただければと思います。
　２点目は、RI 事務局より、2022－23 年度規定審議会
についての決定報告書が届きました。この中には標準ロー
タリー定款の変更点
と、細則の変更点が
記載されています。
これに合わせて、次
年度になりますが、
当クラブでも変更対
応に取り組んでまい
りたいと考えており
ます。

• 熊谷南 RC の例会場所の移転の連絡が届い
ています。詳細は事務局にご確認ください。
• 配布物：ロータリーの友５月号／会報
vol.34 ／ハイライト米山 266 号／ 5/19
の家族親睦ゴルフの組合わせ表（ご参加の
方のみに配布）
• 地区研修・協議会が開催され、本来であれば小冊子が配
布されるのですが、今年度は遅れていますので、YouTube
での配信する旨の連絡がガバナーエレクトから来ています。
ご関心のある方は、URLを事務局にてご確認ください。

会場：川越プリンスホテル5階

会員数

98名

免除
出席者
3名

正会員
出席者
58名

早退

0名

出席率

64.21％

点鐘 (12:30) ／ロータリーソング（我等の生業・R-O-T-A-R-Y）／ビジター・卓話講師紹介
／会長の時間／幹事報告／次年度臨時理事会報告／委員長報告／ニコニコボックス／出席報
告／卓話／点鐘（13:30）

vol. 35
2022年5月1７日
第 3383回例会

【編集担当：会報委員会 委員　小橋 誠】

出席者

61名

　本日、2022-23 年度臨時理事会を開催しました。１点
目は川合 善明川越市長を名誉会員とすることをご承認いた
だきました。２点目は、ロータリー財団地区補助金の申請
につきまして、社会奉仕事業である「武蔵てらこや」支援
事業を申請する旨のご承認をいただきました。

テーマ：2022-23年度に向けて
　次年度方針は、まずはロータリーを楽し
もうということを頭に置かせていただきま
した。川越ロータリークラブは、昨年 70
周年を迎えました。RI は、ポールハリスが
シカゴでロータリークラブを設立してから
117 年経ちます。日本では、東京 RC が創
立してから１世紀を超える歴史と伝統を繋いできています。
ロータリーの基本は、ネット環境が整いどんなに便利な時代
になろうとも、良い人間関係を繋いでいくことが大事だと思
います。そういう意味で、次年度のテーマは『繋げようロー
タリーの和』（温故知新）です。そして組織は、基本的には
今年度を踏襲して、５部門に加え、戦略計画委員会・研修委
員をせていただいています。
　ロータリーの会長の資格要件は「会長エレクトは、ガバナー
エレクトから特段免除されない限り、①会長エレクト研修セ
ミナー、②地区研修・協議会に必ず出席しなければならない」
とされており、4月 2 日に PETS に参加してまいりました。
そこでは次年度の RI 会長の方針と、地区の方針の説明があ
りました。次年度 RI 会長のテーマは『イマジンロータリー』
です。また方針について、「私たちには皆、夢があります。
しかし、そのために行動するかどうかを決めるのは私たちで
す。ロータリーのような団体がポリオの根絶や平和の実現と
いった大きな夢を抱くなら、それを実現させる責任は自分た
ちにあります。」と語っています。夢を抱く、方向性を決め
るだけではなく、行動することがロータリーの素晴らしさだ
と言っているのだと思います。そういう意味で、来年度は想
像（イマジン）していただき、それを行動に移すことが大事
なテーマだと思います。そして RI 会長のもう一つの方針と
して、「多様性（Diversity）、公平さ（Equity）、インクルージョ
ン（Inclusion）（DEI）」の重要性を説いておられます。これ
からも、DEI という言葉は良く出てくると思いますので、覚
えておいてください。
　ロータリーのビジョン声明は「私たちは、世界で、地域社
会で、そして自分自身の中で、持続可能な良い変化を生むため
に、人びとが手を取り合って行動する世界を目指しています。」
です。次年度目標の 4 つの優先事項は、「①より大きなインパ
クトをもたらす、②参加者の基盤を広げる、③参加者の積極的な
かかわりを促す、④適応力を高める」です。ロータリーが変化

　ロータリーの友５月号のご紹介をします。４頁、RI 会長
より各国で行われた会長主催会議の話、現在大変困難な状況
のウクライナ・イエメン・アフガニスタン・更にアフリカ諸
国の深刻な現状についての話が紹介されています。７頁より
今月は青少年奉仕月間ということで、若年化する薬物パンデ
ミックの特集が組まれており、コロナ禍の日本の若者の間で
大麻の使用が急増していることが問題になっているとか、日
本における麻薬の歴史とか、その中におけるロータリークラ
ブの取り組みが紹介されています。14 頁からは、ウクライ
ナ危機の中でもウクライナのロータリーの会員たちが平和へ
の揺るぎない決意を示し続けていること、また、過去10年
間のウクライナのロータリーの歩みについて紹介されていま
す。40 頁からは、ロータリーの行動計画の４つの優先事項
が紹介されています。最後に 4６頁には、2022 年ヒュー
ストン国際会議についてと、ロータリー財団管理委員長から
のメッセージが紹介されていますのでご一読ください。

●石井 成人会長エレクト本日の卓話よろしくお願い致します。
＜会長／幹事＞　●５月１４日（土）若狭ロータリークラブ
６０周年記念式典に出席して参りました。大歓迎を受け、す
ばらしい式典でした。＜会長／幹事＞　●先日は、結婚祝いを
贈っていただき有難うございました＜川合名誉会員＞　●結
婚記念日にワインを頂戴し、ありがとうございました。＜若林
＞　●誕生日のお祝ありがとうございました。遂に半世紀と
なりました！！＜木澤＞　●本日の卓話は次年度が担当です。
本年度もあと１ケ月半となりました。小髙会長からいい形で
バトンタッチしたいと思います。＜石井＞　●本日はクラブ協
議会で２分という長い時間お話しさせて頂きます。＜坂口／住
谷／栗原／柏倉＞　●卓話講師石井さん、楽しみにしていま
す。＜西川／野溝／山田（哲）／青柳／山田（和）／小杉／小
城／島村／相原／鈴木（壮）／小川／山﨑＞　●石井、野溝
年度の成功を祈念します。＜西澤＞　●腰の手術で２週間あま
り入院しましたが何とか歩けるようになりました。ゴルフは
まだダメですが、６月解禁となるアユ釣りは楽しめそうです。
＜藤井＞　●藤井さん手術成功おめでとうございます。これ
からも頑張って下さい。＜相原／岩堀／水村／山田（哲）／小
川／小杉／山﨑／西川＞　●ニコニコユーモア賞で頂いた、
「小川菊さんの鰻の蒲焼」メチャメチャ美味しかったです！ま
たお願い致します。＜小林＞　（敬称略）   　【合計46,000円】

していく中で、変化しないものが、ロータリーの中核的価値観
「親睦、高潔性、多様性、奉仕、リーダーシップ」です。
　また、５月７日に、もう一つの資格要件である地区研修・協
議会に参加してまいりました。次年度の地区のスローガンは、
『地域と世界でつながる力を磨き奉仕を実践しよう！』です。
テーマとしましては、RI のテーマ『イマジンロータリー』を
実践しましょうというのが地区のテーマです。川越ロータリー
クラブは皆様の力を集めて、良いクラブにしていきたいと思い
ますので、よろしくお願いいたします。

【各部門活動計画】

■  戦略計画委員会　𠮷澤 徳安 委員長
　石井会長と坂口会長エレクトの意向を踏ま
え、戦略計画の具体的な施策と、修正を実施
してまいります。①2022 年規定審議会で決
定された事項をベースに作成された定款、細
則についての検討。②2030年に向けた“ロー
タリーの未来形成”の動向を注視し、当クラ
ブとしての対応を検討してまいります。

■  研修委員会　坂口 孝 委員長
　RI では、クラブ協議会を年４～６回開催す
ることを推奨しており、規定されているのは
年度初めと年度末、及び地区研修・協議会を
終えた後です。次年度の活動は話題の SRF、
並びに今年度は規定審議会がございましたの
で、細則の変更を含め、次年度の会長・幹事
と連絡を密に取りながら取組んでまいります。

■  クラブ管理部門　栗原 雄一 委員長
　①会員増強・選考委員会では、入会候補者
を再度リストアップして、入会する機会を作っ
てまいります。②公共イメージ委員会では、現
在検討いただいている HP をうまく引き継い
でやまいります③会報委員会では、今まで以
上により良い会報を作って次年度以降に引き
継いでいきたいと考えております。

■  クラブ運営部門　住谷 治男 委員長
　①出席委員会では、出席率の報告のみならず、
改善するよう創意工夫してまいります。②親睦
委員会では、会員の親睦を推進するだけでは
なく、家族や新入会員が楽しく参加できるよ
う検討してまいります。③ニコニコボックス委
員会では、会員各位が気持ちよく参加できる
よう啓蒙活動を行い、新しいアイデアを取り入れてまいります。

■  奉仕プロジェクト部門　齊藤 智 委員長
　①職業・社会奉仕・国際奉仕委員会の今までの事業を検証し、
これからの奉仕活動に繋げていきます。また、海外地域で行え
る奉仕活動を模索していきます。②企業訪問・スナッグゴルフ
協会事業のサポート・武蔵てらこや事業の支援・台湾のグロー
バル補助金の活用の検討を行ってまいります。

■  青少年奉仕部門　高橋 哲彦 委員長
　①ローターアクト委員会では、日本で最初
に設立された川越ローターアクトクラブを、
東京国際大学を基盤にしっかり構築し活動を
支援してまいります。②インターアクト委員会
では、星野学園の教員と連携し、次世代のリー
ダー育成をしっかりと支援してまいります。

■  財団米山部門　京野 弘一 委員長
　①10 月の米山月間、11 月のロータリー財
団月間でのアピールを通し、奨学金の使命と
目的を伝え、事業への理解と協力をお願いし
てまいります。②地区補助金の申請と、グロー
バル補助金を活用しての奉仕活動を模索して
まいります。③米山記念奨学生のミンさんを、
カウンセラーと共に支援してまいります。
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