
プログラム
点鐘（12：30）／ロータリーソング（それでこそロータリー・四
つのテスト）／ビジター・お客様紹介／卓話講師紹介／会長の
時間／新会員入会式／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

ビジター・お客様紹介
なし

卓話講師紹介（新会員スピーチ）
山口 崇（やまぐち たかし）会員
永島 明（ながしま あきら）会員

会長の時間
2022-23年度 会長　石井成人

≪会長挨拶≫
　こんにちは。お盆休みがありました
ので 2週間ぶりにお会いします。
　本日、新たに 2 名の入会により 100
名を超え 101 名となります。より良い
クラブにしていきたいと思います。宜
しくお願いします。
　今日は暦の上で「処暑」だそうです。
暑さも一段落です。私の自宅近くには

田んぼがあるのですが、先日まで窓越しに聞こえていた
カエルの鳴き声が虫の音に変わり、優雅な雰囲気になり
ました。朝晩の蒸し暑さも一段落し過ごし易くなりまし
たが、まだ暑い日が続いています。くれぐれも体調管理
にご留意下さい。コロナも過去最高の感染者数を更新中
です。当クラブは政府の方針に従い、慎重な運営をして
おりますが、どうぞご自愛いただきたいと思います。
　さて、話しが変わります。私の趣味は、カメラ・オー
ディオ・野鳥の会・テニス・ゴルフなどなのですが、コ
ロナ禍でこれらをやる機会が少なくなってしまいました。
最近は家で食事をする事が多くなり、テレビを見る機会
が増えました。そのような中、大リーグの二刀流、大谷
翔平選手のファンになりました。「大谷シフト」という守
備の陣形用語があるようですが、私も「大谷シフト」を
敷くようになりました。つまり、大谷選手が出演するテ
レビ番組に合わせてテレビを見るようになっております。
また、今年の西武ライオンズも僅差で首位と応援のしが

新会員入会式

丸山 猛（まるやま たけし）会員
推薦者：立原雅夫会員・西澤堅会員
事業所：東日本通信電話㈱ 埼玉西支店長
歴史と伝統ある川越 RCに入会させていただき誠にあり
がとうございます。社会奉仕活動を通じて地域に貢献し
ていきたいと思っております。
近藤 武弘（こんどう たけひろ）会員
推薦者：藤井潔会員・松山潤会員
事業所：税理士法人 シンシア 代表社員
歴史と伝統ある川越 RCに入会させていただき誠にあり
がとうございます。趣味はゴルフでアベレージは煩悩と
同じ 108 です。地域に貢献したいと思います。

幹事報告
2022-23年度 幹事　野溝 守

○松山家 訃報
○川越百万灯夏祭りお礼状
○ 台北西北 RC 創立 62 周年記念式典
zoom開催のご案内（9/23）
○  2570 地区より 2024-2025 ガバナー候
補推薦依頼

○ 地区青少年交換留学生 2次募集説明
会案内

○ 地区国際奉仕委員会、ロータリー財団委員会合同セミ
ナー案内（9/18）
○ 回覧：地区大会出欠席表（9/22）、相原求一郎展出欠表（8/30）
○ 東京白金 RCより比叡山プチ修行案内（10/25,26）
○ 配布物：会報、ハイライト米山 269、地区研修・協議
会報告書、地区大会詳細、山口会員卓話資料

委員長報告

親睦委員会 8 月のお祝い（天野会員より）
【お誕生祝い】
原会員、今泉博会員、石井会員、和田尚也会員、齋藤充
会員、山口裕会員、小城会員、五十嵐会員、沢田通会員、
山口崇会員、近藤会員
【配偶者お誕生祝い】
片山会員夫人（貴恵様）、山田禎久会員夫人（英理子様）、
佐藤秀旺会員夫人（公意様）、野溝会員夫人（将子様）、
髙山大輔会員夫人（三代子様）、芳野会員夫人（洋子様）
【ご結婚記念】
中田会員、丸山猛会員

ニコニコボックス（洞井会員より）

● 丸山猛様、近藤武弘様、歴史と伝統を誇る川越ロータ
リークラブヘご入会おめでとうございます。ロータリー

クラブを楽しんで下さい。〈会長／幹事〉
● 永島明会員、山口崇会員本日の卓話よろしくお願い致
します。〈会長／幹事〉
● 新入会員丸山猛さん、近藤武弘さんおめでとう。よろ
しくお願いします。〈パストガバナー立原／西澤／水村
／和田〉
● 丸山猛さん、近藤武弘さん、川越ロータリークラブ入
会おめでとうございます。〈片山／西川／小髙／�澤／
坂口／佐藤（道）／山田（哲）／相原／齊藤（智）／
鈴木（壮）／島村／小杉／小川／髙橋（徹）／木澤／
小林／馬場（常）／栗原〉
● 近藤武弘さん、入会おめでとうございます。一日も早
くクラブに馴染んで下さい。〈藤井〉
● 歴史と伝統のある川越ロータリークラブに入会させて
いただきありがとうございます。〈丸山〉
● 歴史と伝統ある川越ロータリークラブに入会させて頂
き誠にありがとうございます。宜しくお願い致します
〈近藤〉
● 山口崇さん、永島さん卓話楽しみにしています。〈西川
／石﨑／相原／今泉（清）／和田／山田（和）／島村
／小川／山﨑／小林／柏倉／栗原〉
●本日の卓話宜しくお願いします。〈永島〉
● 妻の誕生日祝の素敵なお花ありがとうございます。〈野溝〉
● 川島町在住の岩井姉妹の千

チ
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プロ、NEC軽井沢、初優
勝そして大箱根での２週連続優勝おめでとう！〈藤井〉
● 長い自宅療養のおかげで、今年は甲子園見放題でした。
〈青柳〉
●早退 3名（敬称略） 合計８０，０００円

卓話（新会員スピーチ）

山口 崇（やまぐち たかし）会員
 ㈱みずほ銀行 埼玉西法人部部長

「宝くじのはなし」
宝くじの歴史、発行の仕組み、発売の仕組
み、1年間の販売額、売り上げの使用用途、
当選金の時効、高額当選者の属性（性別・
年代別・星座別など）、当選の秘訣。お陰
さまで、宝くじは「国民の健全な娯楽」、「夢」

としてすっかり定着しました。「ちょっとした身近な社会
貢献」、宝くじを今後ともよろしくお願いいたします。
永島 明（ながしま あきら）会員
㈱共和エレック 代表取締役

「㈱共和エレック会社紹介」
自己紹介（生まれも育ちも川越、51 才、
座右の銘：自己実現、歌詞のない音楽、
趣味 は射撃・海釣り等、最近感動した事
は 3 男小学 2 年生の成長）経営理念、社
訓、沿革、社風、事業内容（電気設備業・

空調設備設計施工・介護事業）経営計画等。

いがあり、テレビを見ることが楽しくなっています。昨日、
甲子園での第 104 回全国高校野球選手権大会決勝戦では、
宮城県代表仙台育英高校が初優勝しました。東北勢の優
勝は春夏通じて初めてです。仙台育英高校の須江監督は
埼玉県出身で 39 歳とのことですが、インタビューで「100
年開かなかった扉が開いた。宮城の皆さん、東北の皆さん、
おめでとうございます !」と涙を流しておられました。そ
して、「青春というものはすごく密な状況であるにもかか
わらず、コロナ禍で色々な制約がある中でも頑張ってき
た全国の高校生に拍手を送りたい。」と締めくくられまし
た。素晴らしいと思いました。こういったこともすべて
平和な世の中だからできることと思います。国際平和と
いう観点からも、この平和が保たれればと願っておりま
す。
　その他にも色々なイベントが開催されるようになって
きました。先日のスナッグゴルフ大会の記事が埼玉新聞
にカラーで大きく掲載されました。今週 26 日に川越市役
所で開催される表彰式では、ロータリーのマークが入っ
た優勝カップをお渡しする予定です。また、先日 20 日は
小雨の中でしたが、3年ぶりに小江戸川越花火大会が開
催されました。ローターアクトの方がお手伝いに行って
いただいたと聞いています。私はテレビでの観戦でした
が、たくさんの花火に感動しました。また、川越百万灯
夏祭りは 14 万 5000 人もの多くの方においでいただいた
とのことです。
　話しは変わりますが、先日、指名委員会が発足いたし
ました。直近 5名のパスト会長により次年度役員の検討
が始まりました。指名委員長には片山幸雄さんが決定し
ましたのでご報告させていただきます。今後は 10/25 の
年次総会に向けて色々と検討いただくことになります。
宜しくお願いいたします。
　今年度のスタートから約 1ヶ月半が経ちました。各委
員会の皆さまには、各委員長・各部門委員長を中心に炉
辺会議を開催し積極的に活動していただきたいと思いま
す。
　この度、2570 地区の活動計画書が完成しました。9/22
に地区大会が都内で開催されます。是非ご参加いただき
たいですが、食費（2万円）は実費となりますのでお含
み置き下さい。また、9/23 の台北西北RC創立 62 周年記
念式典はコロナ感染症対策の一環で zoom 視聴となりま
す。今週は寺子屋事業その他も実施されます。是非とも
皆さんの積極的なご参加を宜しくお願いいたします。

2022年8月23日 第3396回例会

会員数 101名 免除出席者 ４名 正会員出席者 54名 ZOOM出席者 ２名 出席者 60名 早退 ３名 出席率 60.61％

次週卓和
難民を支援している「NPO法人WELgee」の代表で、
渡部カンコロンゴ清花様をお呼びして「難民の潜在力
を活かす」というテーマでご講演頂きます。
ご期待ください。

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