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◆ 会 長   小池 和義  ◆  幹 事   坪井 明 

例会日 火曜日 １２：３０ ～ １３：３０  理事会 １１：３０ ～ 

会 場 山下工務店 大袋 GL ２ 階       

事務局 〒343-0034 越谷市大竹６８６－３    

ＴＥＬ ０４８－９７１－５３２０   ＦＡＸ ０４８－９７１－５３７０        

創 立 １９９０年５月２２日    ◆ 会報作成 プログラム委員会 

第 １４４５  回 例 会 会 報 

・例会月日  ２０２１年７月１３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     大野弘 SAA                     ロータリーの目的・四つのテスト 
・発行年月日 ２０２１年７月１９日（月）    
                        

【 会長挨拶 】             小池 和義 会長 

 本日は先程皆様にお配りいたしました資料に沿って 

お話させていただきます。（ 添付資料参照 ） 

左上から第 2770 地区 7 月会員数 

第 8 グループ 7 月会員数 そして 

中クラブ 7 月の会員数となっています。 

こちらは地区のホームページからの資料と 

なっているので 今年度の数はまだ出ていない部分もあ 

りますが、管理運営部門セミナーで松本ガバナーの 

説明では全体で 300 人程減少しているとの事です。 

予測では 2100 名強位になるのではないかという所です 

19 年から 20 年にかけてはコロナの影響もあり、右肩下 

がりになったのではないかと思われます。 

そして越谷中クラブに関しましては 2015 年 20 名でし

たが今年度は 13 名のスタートとなります。 

会員数が増えないと盛り上がりも欠けますし、会員の

気持ちも下向きになってしまいますので、たくさんの 

会員を増やしていって最終的にはクラブの活性化を 

最大限に引き出していって、なおかつ今問題となって

いるクラブの財政状況を改善していきたいと思ってい

ます。 

そこで どうするか というのが年度計画書にも書かせ

ていただきました「活動方針」です。 

① 例会プログラムの充実 

特に“卓話”を充実していきたいと思っています。 

  私がクラブ入会を勧められ、最初に聞いた卓話が 

  山崎晶弘会員の卓話でした。経営者として右も 

左も分からない自分に非常に勉強になった所が 

ありましてちょっとした学びをみんなで共有する 

クラブの卓話が楽しい時間となるのではないかと 

考えます。 

 

 

 

② 各月３名以上のビジターを例会に迎える 

上記に繋がり、せっかくの卓話も人が少ない所で 

話していても広がりも少ないので毎月３名以上のビ

ジター第８グループ、地区のロータリアンでも結構

ですし、お友達、同じ仕事の仲間等気軽に中クラブ

の例会に足を運んでもらえる間口を作りたいと思っ

ています。 

③ クラブ内外ともに親睦機会を積極的に取り入れる 

こちらは 理事会でも承認されましたが今年度は 

毎月最終例会を夜間例会を設けまして、皆さんと 

親睦を深めていきたいと思っております。 

13 名という大変少ない人数ではありますが、昨年 

山﨑ガバナー補佐の下でガバナー補佐幹事を務めさせ 

ていただきました時とても印象に残っている事があり

まして、越谷東クラブの五十嵐直前会長が JC から 

色々なクラブから声かけがあって「どこのクラブに 

入ろうか」と迷い 声をかけてくれたクラブ全てに 

顔出したそうです。その中で越谷東クラブの例会が 

自分にマッチしていた事で入会を決めたそうです。 

その時のクラブのスローガンの内容が 選ばれるクラブ

にしよう という内容だったそうです 

私達は会員を増やす為 声かけをします。しかし選ぶ 

権利は入会する人にあるので、私たちは「選ばれるク

ラブ作り」をしっかり目指していかなければならない 

と思います 

現在会員の皆様も思っている「中クラブに入会して 

良かったよ」と共有出来るクラブを１年かけて作り上

げたいと思いますのでご協力お願いいたします。 

 

 

 

 

次週インフォメーション 
 

20 日（火）通常例会 12：30 点鐘 

     小林光則 G 補佐来訪 

  越谷北 RC 会長・幹事表敬訪問 

27 日（火）夜間例会 点鐘 17：00 

         於：ランボル 



 

【 幹事報告 】              坪井 明 幹事 

＊越谷ロータリークラブ、越谷北ロータリークラブ 

より７月例会予定とお知らせが届いてます。 

＊８月２２日（日）オンライン形式で 

行われますインターアクト年次大会の 

ご案内と参加申込書がきています。 

＊１０月２４日世界ポリオデ―に向け、 

ポリオＴシャツお持ちでない方の為に 

注文をお受けする事となりました。 

希望の方は７月３１日までにご注文ください。 

＊米山記念奨学会より寄付金のお願いがきてます。 

 

【 委員会報告 】   

◆ 山崎 晶弘 親睦委員長 

小池会長のお話にもありましたように 

今年度は親睦を深める１つとして毎月の 

最終例会を夜間例会にしました。 

会員全員を輪番制とし、担当になった際は 行きつ

けの店を紹介して頂くと共にその予約、案内、会計

等をして頂くという形をとらせていただきます。第

１回目となる今月は小池会長に担当していただき、

前会員、そして現在例会でのお弁当をお願いしてい

ますランボルで２７日早めの時間スタートで行わせ

ていただく予定だそうです。そして来月は秋元会員

にお願いするのですが、私の印象ではかなりはりき

っておられるようです！ 

会長から始まりまして最終の一つ前の５月に坪井幹

事、そして１２月のクリスマス例会は私が担当とな

りますが、かつて私達クラブもそれなりの所に行っ

てたという事で交通の便も考慮し１２月は浅草ビュ

ーホテルを既に押さえております。 

そして６月には私の希望でもありますが、既にワク

チン接種を終えたワクチン先進国を見ていると我々 

日本もその頃にはワクチン接種が半数を超え親睦旅

行も可能になるのではないかと早々と企画検討して

おりますので、近くなりましたら皆様にご案内させ

ていただきます。 

前回の例会後事務局の方から皆様に輪番表を伝えて

いただきましたが、その中で「仲会員が入ってな

い」という声がありました。これは今中々例会に参

加出来ない方の穴埋めとして、色々なお店を知って

いる仲会員にご協力していただく事となっています

ので宜しくお願いします。 

◆ 小池 和義 会長 

現会長のバッチについてですが、直前会長から 

バッチの返却はありました。 

本来は私が常につけるべきなのですが、無くしてし

まうと大変なので、パスト会長のバッチを使用し返

却されましたバッチは事務局の方に預け保管して頂

きます。 

 

◆ 坪井 明 幹事 

大変遅くなってしまっております今年度の年度計画

書は次回例会２０日（火）には皆様にお配り出来る

予定です。 

 

クラブ協議会 

 ≪ 山下 良雄 会員 ≫ 

 皆様“ウッドショック”という言葉を 

聞いたことがあると思いますが材木が無く 

基礎工事も出来ず大工さんも休まなくては 

ならない現状です。材木は品薄で倍の価格 

になり購入数も限定されています。 

日本は 70％が山で輸入に頼る事はないのですがとても

品物が良い分価格も高価になりどうしても輸入に頼ら

なくてはなりません。今材木だけでなく鉄も値上がり

してきましたので建築はかなり厳しいです・・・・ 

 

山下会員の話で思い出しました。 

違う角度からのウッドショックだったと思うのですが 

昨日 BS 番組で地球全体の二酸化炭素は木が吸って 

酸素をはき出すという循環を繰り返しているらしい 

です。50 年～60 年経った木は二酸化炭素を吸い取り 

が減るそうです。本来ならば切って新しい木を植えな

いとどんどん温暖化になるという事です。 

しかし、今の日本には 切るには手間がかかるし、 

切る人がいません。そういう面でも山下会員の話の 

ようなウッドショックもあるし、地球全体の木の 

リサイクルの時代になっているのだなと感じました。 

           坪井 明 幹事のコメント 

≪ 山崎 晶弘 会員 ≫ 

私は夜 会合とかが無い時は朝 8 時過ぎに 

会社に行って夜 8 時前まで 12 時間会社に 

おります。途中休憩 1 時間食事を摂らない 

ので図書館に行き本を読んでいます。 

先程 坪井幹事もお話されていましたが 

 日本危ういと感じます。何でも損得計算だけでやって

しまうという状況が政治家まで表れて、政治家もただ

の人となってしまうよう感じられます。 

今日本が持ちこたえられているのは戦前の教育を受け

戦争に負けた後復興させて制度が変わる前の人達が頑

張ってくれているおかげだという思いです。 

この気持ち言うのは簡単です「誰かがやればいい」と

いうのは簡単です。だけど一国民である以上自分が頑

張らなくてはならないという気持ちで自分はいます。 

私は生まれが燃料屋だったので小さい頃からあちらこ

ちら出会うお客様に対して 挨拶して と言われるのが

とても嫌で 絶対商売なんかやりたくないと思っていま

した。 

 



建築の興味も知識無い状態で始めましたがこれも運命

だと感じてます。私は人の能力は殆ど変わってないな

と思っています。身長でみると 180 ㎝以上なんて滅多

にいないし 160 ㎝以下も滅多にいない 持って生まれた

差は 20 ㎝それはその場の環境でいかようにもなりま

す。私は「力を持たなかったら、力だけで正義となる

事は出来ませんが力がなければ正義は貫けない」と 

人一倍持ってます。それが現在の自分を支えるモチベ

ーションです。初めは１人で２００軒 雨の日は在宅率

が高く当時は「若い人が雨に濡れては可愛そう」と部

屋に入れて話を聞いてくれる所からやってきましたの

で１番下の人の痛み、苦しみは胸にしみて覚えている

つもりです。よく「いじめっ子はいじめられっ子だっ

た」と言われます。私は「人にされて嬉しい事は人に

しよう 嫌だった事は人にしないようにしよう」と決め

ています。 

コロナ禍で在宅率が高まりホームセンターの業績がア

ップしたのを見てきっとこの流れはリフォーム業界に

も来ると予測し、増収という利益はおかげさまで３７

期に最高となりました。リフォーム業界は１７万社 

あります コンビニは５万６千店です。 

私は初めて JC に入った時正直馬鹿にされました。 

なぜなら JC は４０歳以下で入ってますから、皆様  

二代目の方々が多かったのです。その中で「山﨑君は

１人で入っているからな」と言われた事もありました 

「このやろう」という気持ちが生まれましたがそれを

バネにして「絶対こいつより大きくなってやるんだ！

でも大きくなっても こいつのような事は言わないよう

な人間になるんだ」という気持ちが今の自分になって

いると思っています。 

 

≪ 秋元 志津子 会員 ≫ 

私が明治安田生命に入社して 32 年目に 

なります。今年度社長交代により地域密着 

という点に力を入れていくという目標に 

より市役所等との提携により色々なイベント 

を企画する事となりました。 

埼玉県の岸本本部長がいつも定期大会でとても良い話

をしてくださいます。その一つを今日皆様にお話させ

ていただきたいと思います。 

あるホームセンターで電動ドリルを購入する話です 

「すいません電動ドリルを探しているのですが」とい

う客に対して店員が「３種類あります。X 社はプロ仕様

で高価ですが薄い鉄板も軽く貫通するほどのパワーで 

3 ミリ～30 ミリの穴が開けられます。Y 社は電池式と

AC アダプター付きがありまして性能は X 社に比べ若干

衰えますが日曜大工に購入されるお客様は多いです 

本日は特売日で Y 社の製品がお買い得になっています

が如何でしょうか」と対応されました。 

別の店舗では「電動ドリルお探しのようですがお困り

の事ございますか？」と店員 

「困っている訳ではありませんが、子どもの春休みの

工作でベニヤ板に穴を開けてやらないといけなくて」

「どんな穴ですか？」 

「ちょうどそこにある大きさの板に直径 15ミリ位の穴

を開けた物を 5 枚程作りたいです」「因みに今後も電動

ドリルはお使いの予定ですか？」「特に使う予定はあり

ません」「では当店で穴を開けたベニヤ板をつくりまし

ょうか？」「そんな事できるのですか？助かります！」 

さて２店どちらがお客様の満足が高いでしょうか？ 

次に行くとしたらどちらの店にいきますか？ 

２店の違いは何でしょう？という私達営業の世界での

心遣いが必要だというお話でした・・・・・ 

 

≪ 仲 文成 会員 ≫ 

毎日見ているテレビで SDGs に 

ついての番組がありまして、 

その中に檜、杉の木等を発酵させ 

お酒を造るというのを見ました。 

木のお酒は木ならではの香りも楽しめるそうです。ま

たプラスチックの変わりになる製品つくりも木材から

行われているそうで、プラスチックだとパッと燃えて

しまうのが木だと直ぐに燃えないという利点がありま

す。私が見ているこの６チャンネルの番組では SDGs の

紹介をやっていて木から色々な商品がなんでも作れ、

川を綺麗にする等 環境問題にも適してるのです。 

 

 

 

 

 

 

【 スマイル報告 】 山下ヨシ子 出席会場委員長 

＊本日も宜しくお願いします。・・・・小池 和義 会長 

＊蒸し暑くなりました。皆さんご自愛下さい。 

 今日も宜しくお願いします。・・・・・坪井 明 幹事 

＊本日も宜しくお願いします。・・・・ 仲 文成 会員 

＊本日も宜しくお願いします。ウッドショック（材木 

不足）により材木が高く又品不足により新築住宅が 

ストップしております。・・・・・・山下 良雄 会員 

＊既に梅雨明け？熱中症ご自愛下さい・山﨑晶弘 会員 

＊もう少しで梅雨が明けますね。コロナ接種も進んで 

おり、早くマスクなしの生活をしたいです。 

本日も宜しくお願いします。・・・・秋元志津子会員 

＊本日も宜しくお願いします。・・・・山下ヨシ子会員 

 

【 出席報告 】  スマイル金額  7,050 円 

 

 

 

 
 

会員数 
出席

免除 

出席

数 

欠席

数 
MU 出席率 

13 名 1 名 8 名 5 名 0 名 66％ 


