
〈会長・監事交代セレモニー〉
タスキ引継ぎ、バッジ交換、槌の引渡し

〈ビジター・お客様紹介〉 ミンさん（米山奨学生）
〈卓話講師紹介〉
【担当】会長・監事　【講師】各部門委員長
【演題】クラブ協議会

〈会長挨拶〉
　只今、点鐘をさせていただき、いよいよス
タートしたんだなと感慨深く、3390 回という
歴史と伝統という重みを実感しているところ
でございます。
　2022 年度川越ロータリークラブ会長就任に
あたりまして、ご挨拶を申し上げます。
皆様のご賛同をいただき、この度歴史と伝統

ある川越ロータリークラブの会長に就任させていただくことになり
ました。私にとりまして、誠に身に余る光栄であり、その責任の重
さを痛感致しております。今年は特に川越市政施行 100 周年の記念
の年でもあり、これから一年間、誠心誠意、私の力の限り職責を全
うして参りたいと考えております。
　さて、奥
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という人をご存じでしょうか。ご存知の方もいらっ
しゃるでしょうが、奥貫友山は約 300 年前、宝永 5年（1708 年）に
武蔵の国、久下戸村（今の川越市南古谷久下戸）に名主の子として
生まれました。友山は幕府の儒学者、成島錦
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に学び、青木昆陽や
上杉鷹山の先生である細井平洲らと交友し、村に帰り、私塾を開設
し近隣の人々に教育を行いました。時代は違いますが、渋沢栄一の
師、尾高淳忠のような人であります。
　寛保 2年（1748 年）8 月関東一円に台風が襲い、利根川・荒川が
決壊し、10 万人が被災しました。友山は率先して救助にあたり、米
25 俵、麦 70 石、雑穀 266 石、等自己財産の全てを農民に拠出し、
自らも粥を作って振る舞い 16,000 人の命を救ったと言われていま
す。さらに自分の田畑を江戸の商人に質入れをして、その金で食料
を買い続け、その後 1年にわたって窮民を援助し続けました。最終
的に 48 ケ村、10 万 6,000 人の命を救ったと言われています。また、
その経験をもとに、江戸に出て幕府に防災策を言上しています。友
山が著した「大

おお

水
みず

記
き

」の中の防災の教訓は江戸時代から、今日まで

【理事会報告】
⑴ 新会員推薦について、承認されました。
⑵  事業計画書について、予算案およびマーキャップフィーなど含め
承認されました。

⑶ ガバナー公式訪問について、承認されました。
⑷  納涼例会について、メンバー 2,000 円、ビジター 3,000 円会費で
承認されました。

⑸ 事務局員上期賞与支給について、承認されました。
⑹ お中元配布について、承認されました。
⑺  川越 4RC 共同社会奉仕事業報告・決算報告および今後の活動に
ついて、残金は川越市市制 100 周年事業に寄付という形で提案す
ることで承認されました。

⑻  川越市姉妹都市交流委員会会費の件、10,000 円で承認されました。
⑼  川越市暴力排除推進協議会負担金の件、10,000 円で承認されまし
た。

⑽  川越百万灯夏まつり協賛の件、12,000 円で承認されました。
【報告事項】
⑴  8 月 8 日霞ヶ関 CCにてスナッグゴルフを行いますのでご協力お
願いします。

⑵  7 月の予定について、HPに掲載してありますので、ご確認して
ください。

〈奨学金贈呈〉　米山奨学生ミンさん
　皆様こんにちは、いつも大変お世話になってお
ります。これからも頑張りますのでよろしくお願
いします。

　皆さん、こんにちは、本年度幹事を努めさ
せて頂きますが、幹事就任にあたりまして一
言ご挨拶させて頂きます。
　仏教詩人であります坂本真民先生の詩に「花
は一瞬にして咲かない。大木も一瞬にして大
きくはならない。一日一夜の積み重ねの上に
その栄光を示すものである。」と言う詩があり
ます。まさに、この詩の如く「歴史と伝統を

誇る」川越ロータリークラブは、多くの先達の会員諸兄の努力の積
み重ねにより、70 周年の花を咲かせ地域に根ざしたロータリー活動
により、歴史を重ねた大木となり今日があります。築かれた「親睦
と奉仕」の精神を忘れることなく、浅学非才な私でありますが幹事
の職務を努めさせて頂きます。一年間よろしくお願い申し上げます。
　それでは、幹事報告を致します。
・ 配布物は、会報と理事会で承認されました収支予算書は BOXに
配布致しました。
　 なお、第 2570 地区の、ガバナー月信 7月号はまだ届いておりま
せん。
・ 事業計画書とファイル、会員証は皆様のお席の卓上に配布致しま
した。
・ 事業計画書の 46 ページには、本来、地区役員組織図を掲載する
予定でしたが、未発表でしたので掲載しておりません。届き次第、
別刷りでお配り致します。
・ 本庄ロータリークラブの事務局が移転されました。
・ 2570 パスポートクラブメールアドレスが変更されました。
・ 今月のロータリーレートは 1$=136 円です。
・ ロータリー文庫より、パスワードにより資料の閲覧のご案内が来
ました。詳しくは、事務局にお尋ねください。

■次週卓話紹介
　第 1グループガバナー補佐　田村宏様（川越西ロータリー）

●  2022-23 年度がスタートしました。楽しい一年間にしたいと思い
ます‼皆様のご協力よろしくお願い致します。〈会長 /幹事〉

● 米山奨学生ミンさんようこそ‼ロータリーを楽しんで下さい。小
高カウンセラー 2年間よろしくお願いします。〈会長 /幹事〉
● すばらしいリーダーシップを期待しています。よろしく‼〈パス
トガバナー立原〉
● クラブ管理部門の委員長を拝命しました。一年間宜しくお願いし

防災の書物に引用されています。
　その後、明和元年（1764 年）に武蔵から信濃一帯に発生した大規
模な一揆では、奥貫家だけが破壊をまぬがれたと伝えられています。
南古谷中学校の東側に、今も大きな長屋門と友山のお墓が立ってい
ます。
　平時は節約に努め、ことあるに臨み家財を尽くして民衆の救難に
あたる友山は、まさに私たちロータリアンの鑑といえる人でありま
す。私は 300 年前にまさに奉仕の限りを尽くした先人に思いをいた
し、いま私たちに何が出来るのか、そして将来どう進んでいったら
よいか、そんな思いを心に抱きながら頑張っていきたいと考えてお
ります。
　そして私は浅学菲才でありますので、歴代会長さんの方針を踏ま
え、合わせて是非とも皆様のお力添えをいただきたいと存じます。
　今年度の川越ロータリークラブのスローガンは「繋げよう　ロー
タリーの和」です。私の会社の社是の一つは「和を以て貴しとなす」
でございます。聖徳太子の時代には「和」は「やわらぎを以て貴し
となす」といわれたそうです。私はこれから一年間、皆様と共に聖
徳太子の大切な思い「和、やわらぎ」を以って会長の職務を遂行し
てまいりたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願い申し上
げます。
　本年度のジェニファー・ジョーンズ RI 会長のテーマは「イマジ
ンロータリー」です。117 年目にして初めての女性会長であります。
「私たちには皆、夢があります。しかし、その実現のために行動す
るかどうかを決めるのは私たちです。想像してください、私たちが
全力で行動することを必要とする世界を。私たちは毎朝目覚める
とき、その変化をもたらせると知っています。」とジョーンズ氏は、
大きな夢を抱き、行動を起こすことをロータリー会員に求めていま
す。
　そして、このロゴには、各所に深い意味が込められています。例
えば、先住民の文化で「円」は互いに繋がっていることを意味して
おり、7つの点は「人」をあらわすと同時に、ロータリーの七つの
重点分野を表しています。
　丸と点を一緒にすると、航路を示す星、つまり私たちの道標にな
ります。その下の太い線は、いわゆる「掘り出し棒」で、力仕事を
する時に使うものです。行動を起こす人たちであるロータリーの会
員にとって、物を成し遂げるための道具を表しています。
　色についてですが、緑、紫、白の 3色は、必ずしもアボリジニの
文化とは関係ありません。ジェニファー・ジョーンズ氏は、公式行
事で服を整える際、テーマジャケットではなく、これらの色を一つ
でも、三つでも使うよう要請しています。「多様性、公平性、イン
クルージョンを強調していくにあたり、私たち一人ひとりが着る
もので自分を表現しながら、つながりを持てるようにしたかった。」
とジョーンズ氏は説明します。
　色の解釈は何通りかあります。例えば、紫は「ポリオ根絶」、緑
は新たに加わった重点分野の「環境」、そして白は私たちの中核的
使命である「平和」を表しています。また、この 3色を合わせると、
女性参政権運動「サフラジェット」の色になります。これは、ジョー
ンズ氏がはじめての女性 RI 会長となることから、さりげなくその
歴史に触れているのです。
　これからもジェニファー・ジョーンズ氏の名前を聞く機会がある
と思いますので、私自身も一緒に勉強していきたいと考えておりま
す。

ます。〈栗原〉
●  SAAを仰せつかりました島村です。一年間どうぞ温かく見守っ
て下さい。宜しくお願い致します。〈島村〉

● 今年度、出席委員長を拝命しました。出席委員会一同、皆様の出
席を心よりお待ちしております。1年間よろしくお願い致します！
〈青柳〉
●  2022-23 石井年度のニコニコボックス委員長を仰せつかりました。
皆様ご協力よろしくお願い致します。〈小川〉

● 石井会長、野溝幹事、本年度よろしく。
　 〈伊藤 /山田（哲）/鈴木（壮）/小杉 /西澤 /和田 /落合 /石川 /
栗林 /今泉（清）/相原 /小谷野 /藤井 /髙橋（徹）/福岡 /坂口 /
片山 /住谷 /西川 /岩堀 /齊藤（智）/水村 /栗原 /小髙 /小川 /
小城 /上原 /佐藤（文）/𠮷澤 /八木 /洞井 /馬場（常）/五十嵐 /
須賀 /小林〉
● 石井会長母校高校の同窓として、本年度大役お祝い申し上げます。
〈𠮷﨑〉
● 石井会長、今年度コロナ終息と共にロータリー活動が正
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石井！〈鈴木（健）〉
● 先日は妻の誕生祝を有難うございました。大変遅くなりましたが、
お礼申し上げます。〈名誉会員川合〉
● 誕生祝（六花亭 . 北海道）のお菓子を頂きました。エージシュー
トには一打楽になったのですが……。〈西澤〉
● 誕生祝いただきましてありがとうございます。〈小保田〉
●  7 月 10 日日曜日は参議院議員通常選挙の投票日です。また、期
日前投票も実施しています。国の政治を決める重要な選挙ですし、
投票は私たちの権利であるとともに義務です。みんなで投票に行
きましょう。〈堀越 /山田（哲）〉

● 早退 1名（敬称略）
　合計 67,000 円

〇クラブ管理部門　委員長　栗原雄一
私が担当する委員会は、「会員増強委員会」山田哲也
委員長、「公共イメージ委員会」山口滝太委員長、「会
報委員会」佐藤道晴委員長です。この３委員会で連携
をしながら１年間サポートしていきたいと考えており
ます。

〇クラブ運営部門　委員長　住谷治男
私が担当する委員会は、「出席委員会」青柳英史委員長、
「親睦委員会」小林勇次郎委員長、「ニコニコボックス
委員会」小川修一郎委員長です。３委員会が互いに繋
がり、会員が楽しくかつ気持ちよく出席して頂けるよ
う運営していきたいと思います。

〇奉仕プロジェクト部門　委員長　齊藤智
私が担当する委員会は、「職業・社会奉仕委員会」八
木拓也委員長、「国際奉仕委員会」米原恭淳委員長です。
当委員会の活動につきましては、会員の皆様からのご
支援が必要となりますのでご協力をお願い致します。

〇青少年奉仕部門　委員長　高橋哲彦
私が担当する委員会は、「ローターアクト委員会」松
山潤委員長、「インターアクト委員会」和田尚也委員
長です。日本そして世界を担う若者達をロータリアン
として支え、育成していきたいと思います。

〇財団米山部門　委員長　京野弘一
私が担当する委員会は、「ロータリー財団委員会」長
谷川均委員長、「米山記念奨学会委員会」山﨑共子委
員長、「米山記念奨学生委員会」小高章カウンセラー
です。本委員会の使命や目的を会員の皆様とともに理
解し合い、達成するために活動してまいります。

〇 SAA　島村拓史
今年度のテーマが「繋げよう　ロータリーの和」とい
うことで、会員間の和が繋がりますように、そして例
会がスムーズに運営できますよう１年間努めてまいり
ますので温かく見守ってください。

会長の時間
2022-23年度 会長　石井成人

2022年7月5日 第3390回例会

会員数 97 名 免除出席者 ５名 正会員出席者 58 名 出席者 63 名 早退 １名 出席率 65.63％

プログラム
点鐘（12：30）／国歌「君が代」・ロータリーソング「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　米山奨学金贈呈／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〉

幹事報告
2022-23年度 幹事　野溝 守

ニコニコボックス
例会日 7月 5日

卓話 担当：会長・監事　講師：各部門委員長
演題：クラブ協議会（各部門委員長の挨拶）

vol.  01

※詳細はHPをご覧ください。

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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