
プログラム
点鍾（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
／幹事報告／委員長報告／9月のお祝い／ニコニコボックス／
出席報告／卓話／点鍾（13：30）（司会：島村SAA）

≪ビジター・お客様　紹介≫
大宮 RC 橋本和久様、R米山奨学統轄委員長 熊谷 RC渡邊藤男様、
R米山奨学学友委員会副委員長 鶴ヶ島RC 中嶌清様
≪ビジター・お客様　御挨拶≫
大宮RC　橋本和久様
10/23( 日 ) に行われる第 2回ポリオ根絶チャリティー・クラシック
カー・ラリーについてです。ポスター 10 枚と当日振って頂く小旗
をお持ちしました。8：30 に大宮をスタートし、9時頃連雀町交差
点を通過、蔵造通りを通り山田の交差点を曲がって圏央道に行きま
す。その間、ゆっくり走りますので、沿道で小旗を振って応援して
頂ければと思います。その後秩父に向かいます。どうぞ宜しくお願
い致します。
R米山奨学統轄委員長　熊谷RC渡邊藤男様
9/18 熊谷市国際交流協会のスピーチコンテストが開催され、川越ク
ラブでホストをされているリンさんに外国人によるスピーチコンテ
ストに参加して頂き、特別賞を受賞されました。来年も参加して頂
きたいと思います。
10 月は米山月間です。川越RCの皆様には昨年も多大なご寄付を頂
きました。個人平均で 16,000 円程になり、他クラブと比べましても
かなり多額の寄付になります。本年度のご寄付も是非宜しくお願い
致します。
≪卓話紹介≫
新会員スピーチ　若林圭会員、堀尾泰崇会員

会長の時間
2022-23年度 会長　石井成人

　９月も後半に入り、朝晩めっきり朝晩涼し
くなり、過ごしやすくなりました。
　映画「リ、ライト」を 9 月 19 日（月）、ス
カラ座で観て参りました。一ノ瀬監督、梅宮
万紗子さんと、写真を撮らせて頂きました。
芸術の秋、スポーツの秋、食欲の秋、と申し
ますが、今年は「値上げの秋」というそうです。
ロータリーの皆様には、お金を使って景気を

良くして頂きたいと思います。
　先週は、地区大会のためクラブの例会はありませんでした。その
間に、大変おめでたい事がありました。当クラブ会員の「今泉清詞」
様が、白寿を迎えました。数えで百歳ということだそうです。今泉
様は、大正 12 年（1923 年）９月 23 日新潟でお生まれになり、第二
次世界大戦では“インパール作戦”に参戦し、復員後現在の鶴ヶ島
に入植、ご苦労を重ね、1965 年相原茂吉様、小杉太郎様のご紹介
で川越ロータリークラブに入会し、1987 年第 7 分区代理、1993 年

委員長報告 （親睦委員会　久保田誠委員）
【会員お誕生日】今泉清詞会員、伊藤会員、馬場常正会員、片山会員、
坂口会員、堀越会員、山田禎久会員、中野会員、塩野会員、佐藤文
彦会員、山﨑会員、小林会員、星会員
【配偶者お誕生日】長谷川あさよ様、松山郁子様、鈴木美恵子様、
𠮷澤亜矢子様、栗原雅子様、須賀理衣様、佐藤真紀子様、山田千登
勢様、山口理恵様、洞井克衣様、近藤直子様、丸山久美子様
【結婚記念日】橋本会員、藤井会員、蓼沼会員、松山会員、塩野会員、
上原会員
今泉会員ご挨拶、代行片山会員　白寿おめでとうございます。師と仰ぎ、
厳しくも優しくご指導頂きありがとうございました。
〈奉仕プロジェクト部門　齋藤智委員長〉
　9/18 ガーデンホテル紫雲閣東松山にて行われたロータリー財団委
員会の地区セミナーのご報告訴いたします。地区の社会奉仕統轄委
員長より、ウクライナにあてた地区の募金箱を作ったので活用して
頂きたい。集めたお金は日本赤十字より送るということで手続きを
しているということです。
　また、クラブ独自の送り先があればそちらを優先しても構わない
ということです。
　国際奉仕委員長より、国際奉仕の現状と今後の課題ということで
新規の事業の具体例が紹介されました。2017 年深谷クラブのタイ支
援、2019 年飯能クラブのベトナム支援、2014 年今泉パストガバナー
による川越クラブのミヤンマー支援なども紹介されました。ロータ
リー財団からはお金をもっと集めて欲しい、5年間使わないと失効
してしまうので、色々な事業をやって欲しい、ということです。
〈親睦委員会　小林勇次郎委員長〉
　9/13 に料亭山屋にて親睦委員会の炉辺を行いました。内容は親睦
ゴルフとクリスマス夜間例会についてです。まだ理事会に通してい
ませんが、親睦ゴルフは 11/4 日高 CCで行う予定です。
〈米山奨学金　山﨑共子委員長〉
　10/2 に米山梅吉記念館見学を行います。まだ出席者が少ないので
是非お帰りまでに出席に〇をつけて頂きたいと思います。

ニコニコボックス（洞井信彦委員）
●  地区ロータリー米山記念奨学統轄委員長渡邊藤男様、学友委員会副委
員長中嶌清様ようこそ。川越RCを楽しんでいって下さい。〈会長、幹事〉
● 大宮 RC橋本和久様クラシックカーラリーご案内よろしくお願い
致します。〈会長、幹事〉
● 白寿をお迎えになられました。今泉清詞会員おめでとうございま
す。ますますお元気で、例会でお会い出来ます事を楽しみにして
おります。〈会長、幹事〉
● 若林圭会員、本日のイニシエイションスピーチ楽しみにしており
ます。〈会長、幹事〉
● 堀尾泰崇会員、本日のイニシエイションスピーチ楽しみにしてお
ります。〈相原〉
● 米山記念奨学委員を本年度役員として頑張っています。本日は宜
しくお願い致します。〈中嶌清（地区ロータリー米山記念奨学学
友委員会副委員長）〉
●  10 月 23 日ポリオ根絶チャリティークラシックカーラリーどうぞ
よろしくお願い致します。〈橋本和久（大宮RC）〉

● 白寿の祝〈今泉（清）〉
● 今泉清詞さん、白寿誠におめでとうございます。大先輩の毅然とした
後姿を追い求めていきます。どうかいつまでもお元気でお導き下さ
い。〈石井昭典（元会員）、伊藤、馬場（常）、小杉、鈴木（壮）、水村、
山田（和）、小谷野、西澤、天野、蓼沼、木澤、小髙、柏倉、馬場（弘）、
和田、坂口、栗原、小林、島村、高橋（哲）、山﨑、鈴木（健）〉

● 若林さん、堀尾さん卓話楽しみにしています。〈西澤、八木、伊藤、
青柳、小杉、洞井、齊藤（智）、石﨑、佐藤（文）、蓼沼、住谷、栗原、
小林、島村、山﨑、小城、和田、鈴木（健）、小谷野〉
● 本日のイニシエイションスピーチよろしくお願い致します。〈堀尾〉
● お誕生日のお祝いのお菓子をいただきありがとうございました。
家族でおいしく頂いております。〈星〉
● 妻の誕生日祝に素敵なお花をいただきありがとうございました。
とても喜んでおりました。〈洞井〉
● 先週土曜・日曜に開催されたジャズ・ライトアップで2日間ライブを
楽しませてもらいました。関係者の皆さんに感謝申し上げます。〈片山〉

● 先週鳩山CC開場記念杯に参加したところ、人生で初の…打球の直撃を
くらいました !! 今日は当たり日だと思っていたら、コンペで優勝しちゃ
いました。シャンクして打球を当ててくれた八木会員に感謝です。〈小林〉

● 小林さん、ゴルフ玉に当たり、賞にも当たり、おめでとうござい
ます。〈坂口〉
● 先日、鳩山 CCのコンペでなんと小林勇次郎さんにボールをぶつ
けてしまいました。本当に本当にごめんなさい。〈八木〉
● 先日 SDGs の打ち合わせ中に気絶しました !! 小城さん、天野さん
に抱っこして貰って、自宅のベッドに寝かしつけてもらいました。
すみません !!〈八木〉
● 早退１名（敬称略） 合計７８，０００円

出席報告 （近藤出席委員）

次回卓話 （山﨑会員）
ミンちゃんが行います。宜しくお願い致します。

卓話
若林圭会員
「若林埼玉りそな銀行旧川越支店のこれからについて」

　昨年 4月に川越に就任。川越に 5拠点、あり、本
川越支店、霞ヶ関支店以外の 3 拠点を担当。一昨
年 6 月に U_PLACE に移転し、川越支店と川越南
支店が併存。二つの視点がひとつの場所に共存し
ているのは川越のみ。市店長を兼務しているが給
料は一店分。旧川越支店の建物は 104 年前に建設、

本部主体に利活用について検討中。銀行の歴史は川越の歴史、川越
の歴史は銀行の歴史ということで100年の歴史をまとめてみました。
1978 年に第一銀行を設立した渋沢栄一に相談をして第八十五銀行が
川越に誕生。埼玉県における国立銀行は川越のみで、独自の 1円、
5 円紙幣がつくられ流通していた。川越大火で本店は一度消失。
1918 年に現在の建物が新設された。4年後の 1922 年に埼玉県初の
市制が敷かれる。1943 年埼玉銀行設立。1996 年に国の有形文化財
に登録される。埼玉県内で最初に指定された物件となる。今後は民
間から指定管理者を公募し、年内に一社に決め、施工業者も年内に
公募で決める予定。祭が終わったら直ぐに耐震補強工事に掛かり、
約一年の好機を経て、来年の秋からは新しい商業施設としてリ
ニューアルオープンの予定。楽しみにお待ち頂きたい。
堀尾泰崇会員

　川越生まれの川越育ち。高校生くらいまで山田に
住んで居ました。その後神明町に移り、結婚を機に
中原町に越してきました。理由は山車のある町に住
みたかったからです。趣味は演劇や落語に行くこと
です。川越を舞台にしたNHKの朝ドラつばさに出
演していた宅間孝行のお芝居や落語では立川志の輔

を良く聞きに行きます。気の置けない仲間たちと非日常の世界に浸
り、泣いたり笑ったりするのが大好きです。ここ数年、舞台や落語
になかなか行けなかったので、年末までに舞台３つ、落語１つに行
くことになっています。毎年年の瀬に芝浜を聞くのがお決まりです。
　次に一番苦労していること、頑張っていることについてお話しま
す。本年度から中原町一丁目の自治会長をしております。コロナで
開催しない地域もありましたがラジオ体操をやりました。子どもた
ちの思い出を作ってあげたかったのと、地域の皆さんが挨拶をする
場をもたせてあげたかったからです。期間中沢山の子どもたちが来
てくれて本当に良かったです。今は川越祭の準備が忙しいです。市
からの要請で、夏の参議院選挙の立ち合いもしました。立会人はしゃ
べってはいけません。手は机の上で、メモを取ってもいけません。
ひたすら座っています。何も考えず、無の時間を楽しめます。
　最後に仕事のことについて紹介させて頂きます。創業 55 年にな
ります。社是は「いい会社を作りましょう」です。いい会社とは堀
尾建設に関わる全ての人が幸せになることです。施工例としては、
農業ふれあいセンター改修工事、新宿小学校大規模改修工事などで
す。堀を建設は皆さんの身近なところで仕事をする建
設会社です。弊社は一年で 365 件の工事を行うことを
目標にしています。

2570 地区ガバナーをお勤めになられ、現在も尚、例会に元気に参加
され 50 年以上皆出席者であります。これからもお元気で、ご指導
頂きたいと思います。
地区大会が 9月 22 日（木）に帝国ホテルで開催されました。当ク

ラブからは、13 名の登録を頂きました。その他 zoom で参加された
方も何名かいらっしゃいました。全体の参加者は 411 人との報告でし
たが、少し寂しい状況でした。12：30 点鍾開会、17：30 閉会、その
後晩餐会 18：00 ～ 20：00 が開催されましたが、一昨年の地区大会を
開催した経験から言うと、準備・確認不足で大変残念な状況でした。
　基調講演の、駐日ウクライナ大使「コルスンスキー・セルギー」
氏の公演、RI 研修リーダー「中村靖治」氏の記念講演と研修「変わ
りゆくロータリーと変わらないロータリー」は、分かり易くよい公
演でした。その後、田中作次氏の」研修、等プログラムに沿って進み、
大会決議案採択で＜第 3号議案、地区大会記念事業（ウクライナへ
の被災者支援）の件＞について質問させて頂きました。内容が決ま
り次第、各クラブの承認の上実施することを約束し、大会決議案は
拍手によって一括承認されました。
地区大会の目的とは：地区内の会員や地域社会のリーダーが集い、
ロータリーへの参加の意欲を高め、互いの協力関係を強化し、ロー
タリーが世界にもたらしているインパクトを紹介することである。
（ロータリー章典 20.010）とあります。
　私感としては、せっかく帝国ホテルで開催したのに、その意味が
明確に発信できていない事や、参加者が少なく楽しいはずの晩餐会
が、今一つ盛り上がりに欠けたことは残念でなりません。みんなが
参加してくれる会にしないと、もったいないと思いました。
　台北西北 RC62 周年記念式典が 9 月 23 日（金）19：00 ～ 20：
00；川越プリンスホテルに於いて zoomで開催されました。来年は、
訪問出来ることを期待しています。

幹事報告
2022-23年度 幹事　野溝 守

　配布物はハイライト米山です。市制施行 100
周年・川越市立美術館開館 20 周年記念特別展
として、〈小江戸文化シリーズ〉5「小茂田青
樹展」が開催されます。学芸員の方にご説明
の依頼をしておりますので日時が決まりまし
たらご報告致します。チケットは各テーブル
に 2枚ずつしか配布で来ておりませんが、西
澤会員より 10 枚のチケットを頂いております

ので、ご希望の方は私の方に申し入れて頂きたいと思います。
　地区大会当日にプログラムが配布されました。後日事務所より皆
様の分も送られてきますので追って配布させて頂きます。その中の
表彰の部分で、50 年、30 年以上の会員や皆主席の紹介漏れ、特に
川越 RCの会員の紹介漏れが多くありましたので、訂正分、お詫び
分のお願いをしたところ、先日村田ガバナーより不手際に対するお
詫びを頂いております。私共としてはページ差し替えをお願いしま
したが、それは出来ないとのことで、その代りに地区大会の記念誌
を発行するので、その際には全クラブの対象者に関して記載すると
のことでした。

2022年9月27日 第3401回例会

会員数 101 名 免除出席者 ３名 正会員出席者 54 名 出席者 57 名 早退 １名 出席率 58.16％
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