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第 １３７３ 回 例 会 会 報 

 

・例会月日 平成 31年 4月 2日（火） ・点鐘時間  12時 30分 

・例会場名 山下工務店 大袋 GL2階  ・斉唱ＲＣソング  「君が代」「奉仕の理想」 

・ロータリーの目的・四つのテスト 坪井明職業奉仕副委員長 

・司会者名 秋元志津子出席会場委員長 ・発行月日 平成 31年 4月 23日（火） 

・来訪者氏名 次年度第８グループガバナー補佐 新井進 様 

       越谷ＤＡＭ 小林一成 様 

 

会長挨拶 高橋護会長 

 昨日に令和と言う新しい元号が発表されました。新元号

の由来はニュースなどで十分に報道さ

れていて皆さんご存知のことと思いま

すので、今更ここで言うこともないと

思います。平成という元号になったと

きは昭和天皇が崩御され世の中は自粛

ムードでした。しかし昨日今日と令和

と書かれたお菓子などのグッズが発売

されるなど、お祭りのような騒ぎです。

令和というタイトルの歌も発表されたみたいですし。平成

元年は自粛ムードとはいえ、バブル景気の真っただ中と聞

いています。バブルの期間は１９８６年（昭和６１年）か

ら１９９１年（平成３年）までだったので。ですので、平

成３年までは世の中お祭りのような雰囲気だったのではな

いでしょうか。新元号は来月の５月から始まりますが、平

成の始まりと同じように明るい始まりになるように、そし

てその明るい雰囲気が続くように期待したいものです。た

だ、良い話しばかりでもなく、元号が変わることによる懸

念も心配されます。一つはパソコンのプログラムによる不

具合です。平成に変わるころはパソコンもそんなに普及し

ていなかったのであまり問題も無かったように思いますが、

今はパソコンの時代です。どちらかと言うと２０００年問

題のほうがパソコン関係では大きかったと思います。十分

に対策は取られているとは思いますが、仕事に生活に支障

が出ないことを願うばかりです。他には書類には雛型です

でに平成と書かれているものもあると思いますし、元号が

印刷されていない書類には今までの癖でつい平成と書いて

しまうかもしれません。気を付けたいものです。最後に、

昭和○○年は西暦で何年？とよく考えることがあります。

昭和の場合は西暦から２５を引くと昭和の年になります。

令和は、西暦から１８を引くと令和の年になります。ネッ

トの情報では、令和を数字にすると「０１８」。そこまで考

えていたかわかりませんが、覚えやすいと思います。 

 

 

 

 

結婚・誕生祝い 
 誕生 山崎晶弘会員（3日） 

 菊地貴光会員（16日）   

 

 

幹事報告 菊地貴光幹事 

１．越谷南ＲＣ45周年式典の案

内が来ています。出席を希

望する会員はお知らせく

ださい。 

２．公益社団法人埼玉県緑化推 

進員会から緑の募金の協力の 

案内が届いています。 

３．米山梅吉記念館から賛助会 

員入会の案内が届いています。 

４．米山梅吉記念館から４月 20日（土）に春季例祭案内が来 

ています。 

５．米山梅吉記念館から創立 50周年記念式典の案内が届いて 

います。 

６．ロータリーの友電子版の案内が来ています。電子版を見 

るにはＩＤとパスワードが必要ですので、会員の皆様には 

後ほどお知らせさせていただきます。 

 

委員会報告 
 ■次年度役職について      坪井明会長エレクト 

   次年度の役員につきまして一覧を配布いたしますの 

で確認をお願いいたします。 

 ■ＩＭポリオ撲滅チャリティーゴルフコンペ参加報告 

小池和義社会奉仕委員長 

   ４月１日(月）にＩＭポリオ撲滅チャリティーゴルフ 

コンペが開催され、当クラブから私と山川会員で参加し 

てきました。 

 

卓 話 
次年度第８グループガバナー補佐 新井進 様       

 お久しぶりでございます。この例会場にお邪魔するのは

５．６年ぶりかと思います。いつも「今年も花火をやりま

すので、よろしくお願いします。」というお願いをしていた

かと思いますが、５．６年という歳月は色々と身辺にも変

次月・次週インフォメーション 

４/９  通常例会 

４/１２ 地区研修・協議会 

４/１６ 休会 

４/２３ 通常例会 

 

 



化がありまして、特に昨年は身内（母）を亡くしました。

来年度はガバナー補佐を務めさせていただくことになりま

した。 

 今日は、「私の履歴書」という

お題をいただきましたので、越

谷に来てからの出会いについて

お話ししたいと思います。私は、

今年で７２歳になりますが、親

戚も全くいない越谷に小学校５，

６年生の時、昭和３７年に引っ

越してきました。生まれは下町

で陽の全く当たらない所で、臭い隅田川の臭いをかいで育

ちましたが、越谷では川の目の前で、草の香りの中で過ご

しました。 

 越谷青年会議所が設立された時に誘われ、入会しました。

そこで中村さん、武藤さんなど多くの方々と知り合い、今

に至っています。ロータリークラブでは、交換留学生の委

員会に配属されたころが、最も元気に活動していた時代か

なと思います。私は製造業で工場経営をしていますので、

工場の中で PC に向かって仕事をする毎日で、こういった

活動がなければ家の外に出ることがほとんどありません。

ロータリーの活動では、仕事だけでは得られなかった、莫

大な財産をいただいたと思っています。 

 中クラブさんからは、再来年度山崎さんがガバナー補佐

をお引き受けいただけるという大吉報をいただき、他のク

ラブの皆さんも大変喜んでいます。先日、来年度の予定を

立てまして、第８グループ合同夜間例会を開催するという

方向で、内容はまだ未定ですが、日時と場所だけは決定を

しました。大勢が集まれば大きな力になるだろうというこ

とで、グループが結束していきたいと考えています。 

 私も力の及ぶ限り、ロータリーの活動を頑張っていきた

いと思っていますので、今後ともよろしくお願いいたしま

す。 

 

越谷ＤＡＭ 小林一成 様 

 今日は、山下ヨシ子さんのお言葉に甘えて飛び入り参加

ということで、お時間を頂戴し感謝でございます。私は東

大沢で小さな英語の教室をやっておりまして、今日は越谷

市の英語の取り組みについてお話しさせていただきたいと

思います。 

 今から３０年ほど前に、当時の島村市長に「越谷で英検

をやりたいと思う。」と直

訴をしましたら、「それは

大変よい取り組みです

ね。」ということで、越谷

英検というものを中央市

民会館で行い、１０００

人ほどが受験しております。今年の１月には、小学校２年

生の子が「越谷英検２級」に合格しました。 

 英検は、英語の達成度を目で測るための尺度ですが、せ

っかく勉強したものを発揮する機会が不足しています。そ

こで、新しく英語フォーラムというものを開催したいと考

えております。場所は中央市民会館、越谷市の AET の英

語の先生たちの協力を仰いで、英語のスピーチコンテスト

だけでなく、英語を使ったパフォーマンスなどを行い、英

語に親しむきっかけを作りたいと思っています。越谷市に

は市報の他、FMこしがやや JCOM など広報媒体が多くあ

りますので、それらをうまく活用すれば多くの市民を集め

ることが可能だと考えます。 

 実は一昨年から構想しており、国際交流協会に話をしま

したら、前例がないとのことで却下されました。来年はオ

リンピックがあり、外国人も多く訪れているので、時期は

今年の秋口がベストかと考えています。中ロータリー様に

ご協力いただければ幸いです。 

 

 

 

■スマイル報告 小池和義社会奉仕委員長 

 令和の新年号発表にて日本中が新しい息吹に心躍らせて

いる佳き日にお招き下さいまして、忘れられない訪問とな

りました。皆様 お互い様 元気で参りましょう。    

次年度第８グループガバナー補佐 新井進 様 

 本日はお邪魔させていただきありがとうございます。 

山下ヨシ子 様 

 新井次年度ガバナー補佐ようこそ。卓話よろしくお願い

します。                   高橋護 

 新井様、本日はありがとうございます。  菊地貴光 

 お客様ようこそ             武藤正雄 

 新井さんお久しぶりです。卓話よろしくお願いします。  

仲文成 

 本日もよろしくお願いします。      山下良雄 

 新井次年度ガバナー補佐 今日はご指導宜しくお願い致

します。                 山崎晶弘 

 お客様ようこそ。本日例会、理事会宜しくお願いいたし

ます                   中村隆雄 

 お客様 新井 G 補佐、ようこそ！宜しくお願いします。

新元号で新しい時代を迎え、希望を持って生きて行きたい

です。                   坪井明 

 お客様本日はよろしくお願いいたします。ちこくして申

し訳ありません。ちこくはきれいに咲いた桜に免じてお許

し下さい。                浅田修司 

 桜も満開、元号も令和となり、心新たに頑張ります。新

井さま、本日よろしくお願い致します。  秋元志津子 

 本日もよろしくお願いします。       大野弘 

本日もよろしく             小池和義 

本日は、宜しくお願い致します。     山川純也 

 

 

■出席報告 小池和義社会奉仕委員長 

 

会員数 
出免

除 

出席

数 

欠席

数 
MU 

出席

率 

19 名 3 名 14 名 2 名 3 名 100％ 


