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例会日 第１・第２火曜日 １２：３０ ～ １３：３０             ◆ 会 長 田中 のり子 

会 場 山下工務店 大袋 GL ２ 階          

第３火曜日 １８：００ ～ １９：００ （夜間移動例会）      ◆  幹 事 菊地 貴光 

事務局 〒343-0034 越谷市大竹６８６－３    

ＴＥＬ ０４８－９７１－５３２０                       ◆ 会報委員長 能勢 則子 

ＦＡＸ ０４８－９７１－５３７０        

創 立 １９９０年５月２２日 

第 １４２１ 回 例 会 会 報 

・例会月日  ２０２０年７月１４日（火） ・点鐘時間  １２時３０分 
・例会場   山下工務店 大袋ＧＬ ２階    ・斉   唱  「奉仕の理想」 
・司会者     能勢 則子              
・発行年月日 ２０２０年８月４日（火）   

 

【 会長挨拶 】田中 のり子 会長  

 

今日は国歌・君が代についてふれてみます。 
私は子供の頃から 正月や祝日には 父親が門先に掲げて
いる日の丸を見て育っておりますので 当たり前なの 
ですが 国歌には関心が薄らいでいる傾向があります。 
 
明治 2 年に 天皇が 君臨する儀式用の歌として 
大山嚴氏の 君が代が選ばれました。 
その後 明治 13 年に宮中雅楽の人がメロディをつけ 
ドイツ人が編曲し 時を経て明治 26 年に文部省が 
小学校の儀式用唱歌に採用されました。然し もともと 
君が代の歌詞は 905 年に奏上された 古今和歌集に収録
されていた歌が元となっています。つまり平安時代には
古い歌でしたが 欧米化が進む明治時代に そろそろ曲を
つけて歌うようにという事になり 1999 年にやっと 
法律で国歌と定められました。 
他の国が曲をつけて演奏しているから 仕方なく 

法律で定めたけれどもみんな知っている歌だったのです。  
これだけ歴史を経ている歌ならば単語の意味が解らなく
ても当然ですよね！ 
 
君とは・・君主＝天皇 ではないのです。 

つまり天皇崇拝歌ではなく成長した男女が 
代・・時代を超えて 
千代に八千代に・・ 

永遠に 千年も 万年も生まれ変わってもなお。 
さざれ石の嚴となりて・・ 

結束し協力し合い団結しての意 もともとは 小石を 
差す言葉ですが 火山灰などの 小さな砂が大地に 
集積していくと やがてそれは押し固められ大きな石 
となり更に大きな岩となっていく  
これは小さな努力が大きな盤石となっていく意味で 
一人の人生が後世の道を作っていくの意味も 
あるそうです  

苔のむすまで・・ 
固い絆と信頼で結びついていこう  
苔が生えるくらい遠い未来まで続きますようにの意味。  
 
 
 

私達の時代が千年も八千年も細かい石が大きな岩に 
なって更に苔が生えるほどまで迄に 永く永く 
続きますように！ 
これまでの時代が幸せな数千年であるように今は 
小石であるものが時代を経て集まりて 
大いなる岩となり その側面に苔が生える日まで・・ 

 
悠久の流れを美しく捉えた表現ですよね！ 

これから先どんな時代になろうとも日本人が価値観を 
共有していれば どんな人とも上手くやっていける 
のではないでしょうか？ 
祖先が残した素敵な歌を後世に残していきたいですね！ 
それには 個々に心の扉を開けましょう！ 

君が代の一説でした 
 

黙 祷（もくとう）と 黙 想（もくそう）の違いを 
聞かれましたので 
一般認識では・・ 
黙祷・・黙ったまま祈りを捧げる 
    無言のまま心の中で祈りを捧げる  
＊亡くなった人の為に祈ること 
＊戦没者や被災死亡者等を無宗教方式で悼むこと 
 因みに戦災・震災などの公式行事では宗教色などの 
  理由から慰霊とは言わず追悼という決まりになって 
いるそうです 

黙想・・黙って思いにふけること 
黙って何かを考える事 
無言で考えにふけること    

 
“自分自身の事に考え事をする”  
深く掘り下げますと諸説ありますが 
一言で申しますと 以上です 

 

 

 

 

 

 

 

 

次週インフォメーション 

21 日（火） 

 コロナ感染拡大が 

懸念の為急遽 休会 

28 日（火） 

 細則第 5 条第 2 節により 

休会 



【 幹事報告 】菊地貴光 幹事  

 

 

 

 

 
 
＊先程越谷市 市長公室 秘書課より 6 月 25 日 
新型コロナウイルス感染症対策に役立ててほしいと 
当クラブより 20 万円を寄付した事への感謝状を頂き 
例会前の時間でしたので、田中会長に受取頂きました。 
例会場に飾りたいと思います。 

＊今年度各セミナーはコロナ感染予防の為オンライン 
ZOOM によって行われます。 
各担当の方は事前準備設定の上参加お願い致します。 

＊地区よりオンラインでの例会も推奨しています。 
またその際メークアップの対応等見解を取りまとめて  
います。 
取り急ぎ他クラブへメークアップで例会参加を 
希望する場合、オンラインで参加、会場へ行って参加 
と様々なので希望の方はは幹事までお知らせ頂ければ 
連絡を取らせて頂きます。 

＊７月２８日例会について当日の出席確認を 
させて下さい。 

＊東武よみうりに例年通り、会長・幹事の名前で 
名刺広告現物が届きました。 

＊先週理事会で承認いただきました 越谷市子供会育成 
協議会保育連 50 周年記念誌広告についてですが 
40 周年の記念誌を回覧します。 

＊米山記念奨学会からマンスリーニュースが 
届いております。 

 2019-2020 年度寄付の結果が載っています。 
第 2770地区は 34ある地区のなかでも常に上位３位に 
入る優秀な成績で今回も３位になっています。 
引き続き皆様のご協力をお願いします。 

＊青少年交換留学生 2018-2019年報告書が届いています 
ご覧ください。 

 

【 クラブ協議会 】各委員会活動方針発表 

 
《 田中 のり子 会長 》 
 越谷中ロータリークラブ ３大ビジョン 
① 会員相互を尊び、親睦を深める。 
② クラブ事業を通し、地域交流を率先して行う。 
③ 人を愛し、クラブを愛し、 

人とのふれあいを大切にする。 
 

《 菊地 貴光 幹事 》 
 今年度ガバナー補佐を当クラブより輩出いたして 
おります。幹事としては他４クラブに対してお願いを 
することも多くなると思います。 
そこも力を尽くしていきたいと思います。 

 また会員の皆様におかれましても、ガバナー補佐輩出 
クラブのメンバーとして例年以上に様々な活動に 
ご協力、ご尽力をいただきたいと思います。 
一年間宜しくお願いします。 

 
《 仲 文成 ＳＡＡ 》 
例年通り和気藹々と楽しく参加できる 
ような例会を行いと思います。  
皆様ご協力お願いします。 
 

《 大野 弘 副会長 》 
田中会長の私用があるときに 
会長の意を受け例会を進行する事も 
あると思いますので宜しくお願いします。 

 
《 大野 弘 会計 》 
会費納入にご協力お願いします。又頂きました会費を 
適正に管理して支出していきたいと思います。 

 
《 武藤 正雄 会計監査 》 
 適正な会費の納入から収入、支出の 
帳簿が適正かしっかり管理いたします。 
 

《 クラブ管理運営部門 》高橋 護 部門長 
 部門長という役は初めてなので、 
各委員会をまとめていけるよう 
努めていきたいと思います。 

 
《 プログラム委員会 》高橋 護 委員長 
 各委員会と会長・幹事と共に 
例会プログラムを作成し 

 充実した例会を行っていきたいと思います。 
 
《 クラブ会報委員会 》能勢 則子 委員長 
 昨年度初めて会報作成という役を頂きましたが、 
 構成、記載すべき内容等分からない事ばかりで 
 配信が遅かったり、内容が不十分だとご指導 
 頂きました。今年度は例会に出席できなかった会員 
 また、他クラブに 興味を持って頂けるような会報を 
 作成していきたいと思います。 
 
《 親睦活動委員会 》能勢 則子 委員長 
 移動例会、夜間例会などにより、参加が楽しい！ 
 と思える企画をしていきたいと思います。 
 
《 出席会場委員会 》能勢 則子 委員長 
 コロナ感染症で大変な状況ですが、出席率の目標は 
 高く ９０％！無理のない中で有益なプログラムを 
 企画し、出席率反映できるようにしたいと思います 
 
《 会員増強部門・会員維持委員会 》 

山下 良雄 部門長 
 コロナの大変な時期ではありますが、声をかけな 
ければ始まらないので、私が旗を振りますので、 
みんなで声をかけていただき、心から信じあえる 
良い会員をロータリーソングにもありますように 
“手と手を取って” 頑張りましょう 

 
《 奉仕プロジェクト部門・職業奉仕委員会 》 

山下 良雄 委員長 
 今年度は市民祭りが中止になってしまい、とても 
残念ですが、まだまだ奉仕活動はたくさんあると 
思いますので 見つけていきたいと思います。 

 職業奉仕という事で今年度は“四つのテスト”を 
見ないで言えるよう頑張ります 

 
《 会員増強部門 教育研修委員会 》 
          山﨑 晶弘 委員長 
  増強につきましては、地区の方でも兼務という事で 
引き続き頑張って会員を増やしていかないと 
思っております。中クラブは１７名中４名が女性 
という事で国内平均でも７％ 世界２０％  
中クラブは３０％弱を！これを中クラブの特長に 
できたらなと思っております。 
山下良雄部門長と共に頑張ります。 
 



また入会していただいた方への内容充実した 
オリエンテーションを３ヵ月に一度予定し 
「ロータリーとは」という基礎を学べる機会を 
設けたいと思います。更には退会防止策にも 
重点をおきたいと思います。 
越谷市内には花田苑のような名所・景勝地がたくさん 
ありますので健康的にも歩きましょう  

 
《 公共イメージ部門 》小池 和義 部門長 
 田中年度スタートにあたりホームページを更新中です 
ので、もうしばらくお待ちください 

 コロナ渦の中思うように活動が出来ずどちらかと 
言えば抑え気味に活動しなければならない状況ですが 

 クラブ事態が楽しくないとクラブのイメージが印象の 
 良い物として作っていけないと思いますので 
 イメージが良くなるようなクラブ作り対策をして 
いきたいと思います 

 
《 国際奉仕委員会 》小池 和義 委員長 
今年度は国内の活動は特に計画の立てにくい状態で 
あります。その中で来年６月に開催の台湾国際大会 
に たくさんの参加していただき、百城扶輪クラブ 
との友好を深めていきたいと思っております。 
 
《 奉仕プロジェクト部門 社会奉仕委員会 》 
         山下 ヨシ子 委員長 
社会奉仕はロータリーの真髄ですのでみんなで力を 
合わせ頑張っていきたいと思います。 

 また、予算内で思い出に残る楽しい活動を計画して 
いきたいと思います。 
 
《 戦略企画特別委員会 》仲 文成 委員長 

 新メンバー山下ヨシ子さんにも参加していただき、 
新しい形を作っていきたいと思いますので皆さん 
ご協力お願いします。 
 
 
《 坪井 明 直前会長 》 
昨年初めて会長を経験させて頂き、とても忙しい 
スケジュールでしたが、とても勉強になりました。 

 今年度は少しゆっくりさせていただいて、自身の 
勉強も含め自分を見つめてひと回り大きくなれる 
ような人間になれれば良いなと思っております 
 

 
 
《秋元志津子 親睦活動副委員長・社会奉仕副委員長 》 
社会奉仕委員をさせて頂き沢山勉強になりました。 
経験を活かし今年も協力させて頂きたいと思います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【 スマイル報告 】 
 
＊雨の中ご出席ありがとうございます。 

・・・・・・・・・・・田中 のり子会長 
＊九州・西日本では豪雨が続いているようです。 
こちらもみなさん気を付けましょう。 

・・・・・・・・・・・菊地 貴光 幹事 
＊長い梅雨ですが、頑張りましょう。・・仲 文成 会員 
＊天気がはっきりしませんね。・・・・武藤 正雄 会員 
＊遠方の現場段取りの為遅刻になりまして申し訳 
ございません。本日もよろしく・・山下 良雄 会員 

＊今日は急遽の出席となりました。・・山﨑 晶弘 会員 
＊本日もよろしく！・・・・・・・・小池 和義 会員 
＊各地で洪水被害が発生していて、映像は痛ましい 
限りです。早く復旧して欲しいです。・坪井 明会員 

＊本日も宜しくお願いします。・・・・・高橋 護 会員 
＊東京・埼玉でコロナが異常に増えてきて心配です。
コロナに負けないよう頑張ります。・秋元志津子会員 

＊お世話になります。良い事をしようと庭の手入で 
左手を負傷してしまいました。 
でも神様に感謝です。・・・・・・山下 ヨシ子 会員 

＊梅雨のジメジメした陽気。お弁当作りに気を遣う 
毎日です。・・・・・・・・・・・・能勢 則子 会員 
 
 
【 出席報告 】    スマイル金額 13,000 円 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

会員数 
出席

免除 

出席

数 

欠席

数 
MU 出席率 

17 名 1 名 13 名 1 名 2 名 93.8％ 


