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が高橋市長を表敬訪問致します。
4、日本事務局よりお知らせです。7 月 1 日からのロ
ータリーレートは 1 ドル＝110 円となります。
5、会費のお知らせです。上期会費の納入をお願いし
ます。尚、銀行口座よりお引き落としの方は、7 月
20 日(金)が振替日となりますので、口座の確認をお
願いします。尚、事務局より FAX にて改めてご案内
事務局：越谷市越ケ谷本町 8-7 TEL.048-965-0550 FAX.048-965-6000 Email. koshirc@crocus.ocn.ne.jp
させて頂きます。
◆会長／平田 徳久 ◆副会長／須賀 定吉 ◆幹事／若海 宗承 ◆ｸﾗﾌﾞ広報委員長／横家 豪
◆ 会長挨拶
平田徳久会長
Ｂｅ Ｔｈｅ Ｉ
ｎｓｐｉｒａｔｉ
ｏｎ 改めまして
皆さんこんにちは。
第58代会長として
初めてご挨拶させ
て頂きます。
先ずは安濃直前会長･吉沢直前幹事一年間誠にお
疲れ様でした。受けましたバトンを若海幹事共々、
しっかりと引き継ぎさせて頂きます。
会員の皆様におかれましても、微力ではございま
すが一生懸命努力致しますので、ご理解とご協力を
宜しくお願い申し上げます。
次に6月22日から28日までカナダ･トロントにて開
催されました国際大会に中里前国際奉仕委員長の元、
中島美三郎会員を団長として総勢14名の皆さんに越
谷クラブを代表してご参加頂き、誠にありがとうご
ざいました。2770地区におきましては最高の参加人
員で、今回も越谷クラブの存在感を示せたものと思
います。本当にお疲れ様でした。7月24日の第4例会
でトロント国際大会報告がありますので、楽しみに
して頂ければと思います。
本日は第１例会であり、新会長としての「所信表
明」の時間もありますので、簡単ですが会長挨拶と
させて頂きます。
◆ 幹事報告
若海宗承幹事
1、本日例会終了後に
2 階研修室にて定例
理事会を行います。理
事･役員の皆様ご出席
宜しくお願いします。
2、7 日(土)に さいた
ま市文化センターに
て、①.クラブ研修リ
ーダーセミナーが午前 10 時より開催されます。須賀
副会長が出席します。②.管理運営部門セミナーが午
後 1 時より開催されます。平田会長が出席します。
3、9 日(月) 午前 9 時 30 分より越谷市役所にて 第 8
グループ大熊ガバナー補佐始め 各クラブ会長･幹事

6、ロータリーの友･ガバナー月信等を BOX に、本年
度のネクタイと会長より頂戴した RI テーマバッジを
事務局が配布します。ご確認をお願いします。尚、
31 日のガバナー公式訪問の際はネクタイ･RI テーマ
バッジを着用の上ご出席下さいますようお願い致し
ます。
7、来週 10 日と 17 日の例会は「クラブ協議会」を開
催しますので、本日配布の年度計画書をご持参の上
ご出席下さい。尚、例会への出席ができない日があ
る各委員長の皆様は必ず会長･幹事までお申し出下
さい。
8、6 月 23 日より開催されたトロント国際大会に出席
された皆様よりお土産を頂戴しました。テーブルに
ご用意しましたのでご賞味下さい。
◆ 直前幹事報告
吉澤行雄直前幹事
1、本日、前年度持ち回り理事会にて藤田安幸会員と
近藤 浩会員の退会が承認されました。
◆ 委員会報告
◎ 雑誌広報委員会
吉村総一委員長
ロータリーの友の注目記事を紹介します。①中川
高志ガバナーの紹介記事があります。患者目線で診
療に当たっているというモットー等が記載されてい
ます。②子どもの貧困をテーマにＩＭを開催した記
事があります。久喜の青年会議所の子ども食堂開設
の様子等が記載されています。皆様ご一読ください。
◎ 親睦活動委員会
瀧田貴夫委員長
8 月 23 日(木)に夫人部会を企画しています。網町
三井倶楽部見学を経て新橋演舞場での歌舞伎「ＮＡ
ＲＵＴＯ」観劇予定です。
◎ ﾛｰﾀﾘｰ財団委員会
豊田高行委員長
本日の米山奨学金寄付者･寄付額とロータリー財
団寄付者･寄付額を報告します。
【米山奨学金】
中島美三郎ＰＰ 10 万円、山田二三夫ＰＰ 10 万円、
若海宗承幹事 10 万円
【ロータリー財団】
中島美三郎ＰＰ＄1,000 山田二三夫ＰＰ＄1,000
若海宗承幹事 1,000 ドル
快く寄付を頂ければ一年間気持ちよく過ごせます。
宜しくお願いします。
◎ 前年度国際奉仕委員会
中里静博委員長
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総勢 14 名でトロントの国際大会に参加してきまし
た。今月 24 日に解団式を実施予定ですので、ご参加
下さい。
◆ 2018~19 年度地区役員紹介
平田徳久会長
＊諮問委員
坂巻幸次会員
＊諮問委員/業績顕彰委員長/会員増強維持部門担
当諮問委員
井橋吉一会員
＊公共イメージ部門委員長
江原武男会員
＊公共イメージ向上委員
森田 隆会員
＊
〃
〃
中島雅樹会員
＊ＲＹＬＡ委員長
増元 晃会員

◆ 挨拶 地区公共イメージ向上委員長 山岸和美様
「挨拶を」との事
ですが無茶ぶりで驚
いています。江原部
門委員長の下で委員
長をしています。地
区事務所で働かせて
頂いた関係で、越谷
にも縁があります。
今回、委員長になったのは、突然電話があり一度は
断ったものの、その後、中島美三郎さんからやるよ
うに命じられイエスと答えました。越谷からは森田
さん･中島雅樹さんもいて楽しく委員会を開催させ
てもらっています。
◆ 退会挨拶 栃木銀行越谷支店長 近藤 浩会員
この度、異動に伴
い退会する事になり
ました。この壇上に
立つと、三年前に挨
拶した事を思い出し
ます。越谷で仕事を
していくにあたって、
越谷 RC の仲間の支
援が大変支えになりました。栃木銀行は越谷を第二
の故郷として考えておりますので今後もよい取引を
お願いします。また、後任の橋本支店長を宜しくお
願いします。

栃木銀行越谷支店長 橋本佳明様（オブザーバー）
予め挨拶は短めにと言われていますので、今回は短
く終わらせて次は長く話をさせてもらいたいと思い
ます。宜しくお願いします。
◆ 挨拶
◎ 安濃和正直前会長
平田会長･若海幹事、
船出おめでとうござい
ます。一年は始まると早
いです。悔いなきよう油
断しないよう一年間頑
張って下さい。
皆様のお蔭で 6 月 30
日に無事着岸できました。ありがとうございます。5
年ぶりに前ではなく後ろで食事を食べ、皆から違和
感があると言われました。藤田会員からの退会を止
められなかったのは残念でした。瀧田委員長が頑張
ってくれたのに 5 名の退会を出した事は悔しいです。
本年度は早々に 100 名の声が聞こえると思っていま
す。一年間ありがとうございました。
◎ 吉澤行雄直前幹事
改めてこんにちは。
挨拶は最終例会でし
ているので、特に一年
間を振り返ってとい
う事はありません。と
にかく皆様の協力が
あったからこそ、私で
も一年間幹事を務められたと思います。こんな私が
できたのですから、皆様にも幹事の声がかかったら
イエスかはいでお願いします。最後に、設営サイド
は色々と苦労しています。出欠連絡の返事を期限内
にお願いします。ロータリアンと言うより一企業人
として当然の事だと思います。幹事の役割は終えま
したが、最後に一つだけ苦言を述べさせてもらいま
した。一年間本当にありがとうございました。今後
も宜しくお願いします。
◆ 「所信表明」平田徳久会長
改めまして、越谷RC第58代会長としての「所信表
明」をさせて頂きます。
本日配布の「2018~19年度計画書」12・13ページを
お開き下さい。
「ご挨拶」として私と越谷RCとの出会
いから始まり、会長就任に当たっての思いの丈を
縷々述べさせて頂きました。後ほどじっくりとお読
み頂ければ幸いです。ここでは活動方針「日に新た、
和やかに楽しく奉仕！」、とりわけ「日に新た」につ
いてお話させて頂きます。
私の人生におけるバックボーンは、皆さんご存知
の通り中学･高校･大学･そして実業団と15年間、多感
な青春時代を一途に打ち込んできた剣道です。そし
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て剣道から体得した、人生のモットーは「居着くな」
です。まあ、
「いついかなる時も動きを止めるな」と
でもご理解頂ければ良いでしょうか。剣道の立ち合
いは一本を先取するため、相手の隙に乗じて激しい
打突を繰り返します。しかしながら相手のある事、
思うに任せず心身ともに疲れ、気持ちも動きも鈍く
なります。接近戦の鍔迫り合いでホッと気を抜き、
動きを止めます。相手に隙を見せまいと取り繕うも、
傍らで見ていた師範からは、すかさず「平田、居着
くな。
」の激が飛びます。私の心の動きはお見通しな
のですね。ハッと我に返って気力を振り絞ったもの
です。社会人となり宮本武蔵の「五輪の書」に接し、
その水の巻の一節に、
「惣而太刀にても、手にても居
着くとゆう事をきらふ。居着くは死ぬる手也。居着
かざるはいきる手也。能々心得べきもの也。
」とあり
ます。現代語訳としては、すべての太刀の動きにせ
よ、手の持ち方にせよ、固定してしまってはならな
い。
「固定」は「死」であり、
「固定せぬこと」は「生」
である。これを十分心得るように。とあります。解
説として、物事は変化し、発展する事によって価値
がある。国家も個人も進歩を止めたとき、それは死
滅を意味する。流れる水は腐らない。であります。
師範の叱咤激励で体が覚えた「居着くな」
、実生活に
おいてはどんなに上手く目標･目的を達成しようと
も常に次の一手、イコール「日に新た」を肝に銘じ、
そしてそれを信条に私は会社生活を送り今に至って
います。越谷RCも早60周年を迎えようとしています。
そして安濃年度には念願の100名の陣容となりまし
た。しかしながらこの素晴らしき組織も、これで念
願叶った、これで良しとしたならば、もう既に後退
が始まっています。
Ｂｅ Ｔｈｅ Ｉｎｓｐｉｒａｔｉｏｎ 今年度Ｒ
Ｉ会長のバリーラシン氏は、一番大切なのは前向き
な変化を生み出し、私たちが今日直面する課題に、
勇気と希望、そして創造性をもって正面から立ち向
かう事だと言っています。
「日に新た、和やかに楽し
く奉仕！」そして「数は力なり」で一年間、皆様と
共に取り組んでまいりたいと思います。どうぞ宜し
くお願い申し上げます。ご清聴ありがとうございま
した。
◆ 奨学金等授与
平田徳久会長
米山記念奨学生 朱 怡睿さん、
交換留学生 リンさん並びにホストファミリー
◆ ビジター･ゲスト紹介
地区公共イメージ向上委員長 山岸和美様、
オブザーバー 栃木銀行越谷支店長 橋本佳明様、
米山奨学生 朱 怡睿さん、交換留学生 リンさん
◆ スマイル報告(敬称略)
＊今年度、江原部門委員長のもと地区公共イメージ
向上委員長を務めさせて頂きます。どうぞ宜しくお

願い致します。/山岸和美様(大宮シティ RC)
＊3 年間大変お世話になりました。ありがとうござい
ました。/近藤 浩会員
＊近藤の後任として入会させて頂く事になりました。
変わらずに宜しくお願いします。/橋本佳明様(栃木
銀行越谷支店長)
＊①いよいよ平田年度スタートです。頑張りますの
で一年間ご理解･ご協力の程宜しくお願い申し上げ
ます。②地区役員の皆様、お忙しい中誠に申し訳あ
りませんが一年間宜しくお願い申し上げます。③公
共イメージ向上委員長 山岸様ようこそ越谷 RC へ。
一年間ご指導の程宜しくお願い申し上げます。④近
藤支店長殿 商工会議所も含め大変お世話になりま
した。本店での益々のご活躍をお祈り申し上げます。
/平田徳久会長
＊①平田年度が始まりました。皆様のご支援･ご指導
を賜りますようお願い申し上げます。②地区公共イ
メージ向上委員長 山岸様、本日は暑い中ようこそ越
谷 RC へお越し下さりありがとうございます。③近藤
支店長 ご栄転おめでとうございます。3 年間ありが
とうございました。橋本支店長様お待ちしておりま
す。④各委員長の皆様 お忙しい中顔合わせの委員会
を開催頂きありがとうございました。⑤豊田委員長
今年もカツアゲ活動へいそしんで頂きありがとうご
ざいます。/吉澤行雄幹事
＊①平田会長･若海幹事 越谷丸の出航をお祝いし安
全に着港する事をお祈り致します。②安濃直前会長･
吉澤直前幹事一年間安全運転して無事大任を果たし
ました。心より感謝致します。/坂巻幸次
＊平田会長さん･若海幹事さん本年度宜しくお願い
致します。/井橋武治
＊「平田丸」晴れの出航おめでとうございます。直
前の「安濃丸」ご苦労様でした。/小林悦也
＊①平田会長･若海幹事一年間お世話になります。健
康に留意され頑張って下さい。②本日は地区公共イ
メージ委員長 山岸さんようこそ越谷 RC へ。委員長
職として頑張って下さい。③栃木銀行 近藤支店長に
おきましては取締役本店営業部長としての大役 頑
張って下さい。後任の橋本取締役支店長お世話にな
ります。/井橋吉一
＊平田会長･若海幹事いよいよ出航です。今年も楽し
くやりましょう！/鈴木幹夫
＊①平田会長･若海幹事いよいよ船出ですね！途中
で沈没しないように一年間頑張って下さい。②大宮
シティ RC の山岸和美様ようこそ越谷 RC へ。③本日
誠に申し訳ありませんが早退致します。/中島美三郎
＊①平田会長･若海幹事一年間宜しくお願いします。
体調を整えクラブ奉仕の中心を担って下さい。②山
岸さん初例会にメークアップありがとうございます。
応援しています。③近藤支店長 楽しい思い出を沢山
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頂きました。ご栄転おめでとうございます。/新井
進
＊①平田丸の出航おめでとうございます。一年間宜
しくお願い致します。②安濃直前会長･吉澤直前幹事
一年間大変ご苦労様でした。③トロント国際大会に
出席された皆様、私ははぐれ島になってしまい申し
訳ありませんでした。今年度ははぐれないように頑
張りますので宜しく！/山田二三夫
＊①ネクタイ･バッジありがとうございます。平田年
度が無事出航 一年間健康に気を付けてご活躍下さ
い。②近藤支店長ご栄転おめでとうございます。お
世話になりました。/石河秀夫
＊①安濃直前会長･吉澤直前幹事一年間ご苦労様で
した。平田会長･若海幹事いよいよ出航です。一年間
頑張って下さい。②地区公共イメージ向上委員長 山
岸さんようこそ越谷 RC へ。③前近藤支店長色々お世
話になりました。新任地でのご活躍をお祈りします。
橋本支店長宜しくお願いします/須賀定吉
＊①平田会長･若海幹事の船出を祝います。おめでと
うございます。②山岸地区公共イメージ向上委員長
本日は来訪頂きありがとうございます。皆様宜しく
お願い致します。/江原武男
＊①平田会長･若海幹事いよいよ出航ですね。一年間
宜しくお願いします。特に若海幹事喋りすぎないよ
うに！②山岸さんようこそ越谷 RC へ。江原地区公共
イメージ部門委員長を支えて下さい。宜しくお願い
します。/澤田裕二
＊①平田丸に出航おめでとうございます。②山岸さ
んようこそ越谷 RC へ。地区副幹事の時はお世話にな
りました。③トロント国際大会参加の皆様お疲れ様
でした。/坂巻邦夫
＊①平田丸の出航おめでとうございます。健康に留
意して頑張って下さい！②近藤さんご栄転おめでと
うございます。橋本さん入会お待ちしています。ロ
ータリーを楽しみましょう。/中村謙治
＊①平田さん･若海さん「日に新た、和やかに楽しく
奉仕」変化に対応し楽しいクラブ運営を大いに期待
しております。②ワールドカップ「西野ジャパン」
世界を相手に頑張った！凄い~半端ねぇ~！/森 仁
三
＊平田会長･若海幹事一年間体に気を付けて頑張っ
て下さい！/川口一海
＊平田会長･若海幹事一年間宜しくお願い致します。
/鮫島弘武
＊トロント国際大会にご参加頂いた皆さん大変お世
話になりありがとうございました。荷物の無くなる
夢を見ています！/中里静博
＊平田会長期待しています。若海幹事走りすぎない
よう！/吉野寛治
＊平田会長･若海幹事 本年度の船出おめでとうござ

います。健康に留意して頑張って下さい。/浅見冨司
雄
＊①平田会長･若海幹事いよいよスタートですね。楽
しい一年にして下さい。②地区公共イメージ向上委
員長 山岸様ようこそ越谷 RC へ。江原部門委員長を
支えて下さい。③近藤支店長ご栄転おめでとうござ
います。橋本新支店長宜しくお願いします。④本日
は年初にあたりロータリー財団に多額のご寄付を賜
りました。中島パスト会長･山田パスト会長･若海幹
事ありがとうございます。今年も私はカツアゲ委員
長ですが、中島米山委員長はカツアゲどころではな
いので皆様心してご対応下さい。/豊田高行
＊平田会長･若海幹事一年間頑張って下さい。/鈴木
功
＊平田会長･若海幹事 船出おめでとうございます。
会員の皆様、前年度は大変お世話になりました。/安
濃和正
＊①平田会長･若海幹事一年間身体に気を付けて頑
張って下さい。②地区公共イメージ向上委員長山岸
さんご無沙汰しております。お越し頂きありがとう
ございます。③近藤支店長お疲れ様でした。益々の
ご活躍をお祈りしています。橋本支店長入会お待ち
しています。/吉澤行雄
＊平田･若海丸の船出をお祝い申し上げます。最大限
の協力をしたいと思います。/斎藤順彦
＊①平田会長･若海幹事一年間宜しくお願いします。
②地区公共イメージ向上委員長 山岸様ようこそ越
谷 RC へ。一年間宜しくお願い致します。/森田 隆
＊平田会長･若海幹事一年間宜しくお願いします。/
蓮見典史
＊例会場の景色が違います。若海幹事一年間ご指導
お願いします。/増元 晃
＊①ビー ザ インスピレーション 平田･若海丸 今
年一年間宜しくお願い致します。②近藤支店長ご栄
転おめでとうございます。橋本支店長これから宜し
くお願い致します。/木村淳一
＊職業奉仕委員会です。一年間宜しくお願いします。
/岡田直己
＊平田会長･若海幹事一年間宜しくお願いします。頑
張って下さい。/今井陽子
＊いよいよ平田･若海丸スタートですね。楽しい一年
間になりそうで楽しみです。/清水勝吉
＊平田会長･若海幹事一年間宜しくお願い致します。
山岸地区公共イメージ向上委員長ようこそ越谷 RC へ。
/中島雅樹
＊平田会長･若海幹事一年間宜しくお願いします。/
横家 豪
＊①平田会長･若海幹事一年間宜しくお願い致しま
す。そして会場運営委員の皆様一年間宜しくお願い
致します。②安濃年度お疲れ様ゴルフコンペは 7 月
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12 日 茨城 G.C です。7 時 30 分に現地集合ですので
宜しくお願いします。/永島信之
＊平田会長･若海幹事一年間宜しくお願いします。/
瀧田貴夫
＊安濃直前会長･吉澤直前幹事お疲れ様でした。平田
会長･若海幹事一年間宜しくお願いします！/小暮直
正
＊出席委員長として一年間頑張ります。/江藤真吾
＊①平田会長･若海幹事一年間宜しくお願いします。
②安濃直前会長･吉澤直前幹事 久し振りに来る春山
です。一年間お疲れ様でした。/春山敏實
＊平田会長･若海幹事これから一年間宜しくお願い
します。/澤幡智史
＊平田会長･若海幹事一年間宜しくお願い致します。
/中村聡久
＊所用により失礼させて頂きます。/中嶋和興
＊平田会長･若海幹事一年間宜しくお願い致します。
/堀 貴宣
＊皆様一年間ご指導の程宜しくお願い致します。/千
阪弘敬
＊平田会長･若海幹事一年間宜しくお願いします。/
西村直樹
＊平田会長･若海幹事一年間宜しくお願いします。/
島田秀一
本日 85 件 112,000 円
累計 112,000 円

平田会長・若海幹事・
永島会場運営委員長・井谷美香演奏

◆ 出席報告
本日出席率 72.52 ％
会員数 97 名
出席者数
66 名 出席免除者数 19 名

山田ＳＡＡ・須賀副会長
増元副幹事・坂巻会長エレクト

花屋「安見」様からお中元

キョン・リン・ビョン青少年交換留学生
朱 怡睿米山記念奨学生
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