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第 １４５２ 回

例 会 会 報

・例会月日 ２０２１年１０月１２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 秋元志津子 出席会場副委員長
・発行年月日 ２０２１年１０月１９日（火）
【 会長挨拶 】
みなさんこんにちは

次週インフォメーション
19 日（火）13 時 30 分～通常例会
会員卓話：大野 弘 会員
24 日 (日) 世界ポリオデ―
26 日 （火） 夜間例会
京おばんざい 福久和うち
18 時～
29 日 （金）青少年奉仕部門セミナー
Zoom 点鐘 18：30
31 日 (日)越谷東 RC
第 20 回越谷市高校野球大会
（会長・幹事 出席予定）
＊予定が変更になる恐れがあります

小池 和義 会長

予めご了承下さい。

10 月は経済と地域社会発展月間と
米山月間になっております。
先日知人との話の中で

【 幹事報告 】
坪井 明 幹事
＊10 月 31 日（日）越谷東ロータリークラブ
創立 30 周年記念事業として「第 20 回越谷市高校野球

「経営コンサルタント」を紹介するよ

大会」が越谷市民球場で行われる案内が届きました。。

と言われました。現在の会社規模ではコンサルタント
は必要ないよと言うと越谷でどこか紹介してほしいと
言われました。さて越谷市内で経営コンサルタントを
必要とする規模の会社はどんな会社だろうと考えまし
た。そこにお金を払って回す企業があるだろうか・・
なかなか思いつきませんでした。そこで少し数字を調
べてみました。（添付資料参照してください）
全国民１億 2548 万人いる内東京は 1406 万人 47 都道

会長・幹事で出席させていただく予定です。
＊越谷南ロータリークラブ、越谷東ロータリークラブ
より例会予定表が届いております。
＊12 月メジャードナー研修案内が届きました。
港区虎ノ門 オークラプレステージタワー2 階オーチャ
ードにて行われますのでドナーの方はご夫妻で参加下
さい。参加費（登録料）は 16,000 円です

府県中 約 10%以上が東京に集まっています。埼玉県は

【 委員会報告 】

約半分で 735 万人 企業数（基本株式会社とされている
数）は全国 3,820,338 社ある中で東京が 452,197 社 埼
玉が 172,435 社 では GDP はどの位でしょう

≪ 山﨑晶弘 親睦委員長 ≫
10 月期夜間例会開催のご案内
日時 10 月 26 日（火）18 時～

全国(2018 年データ)が 554 兆 3000 億円 内東京が 107
兆 40 億円埼玉が 23 兆 2500 億円 東京の隣に隣接して

会場
住所

京おばんざい 福久和うち
春日部市大場 1057-1

いる埼玉ですが人口が約半分企業数が 3 分の 1 GDP に

電話

048-689-3686

至っては 4 分の 1 という数字になり如何に東京が埼玉
に比べて経済能力が高いかという事が解ります。
なので 東京には経営コンサルタント、監査法人等が沢
山あって当然なのかと思われます。
たまに私の会社にも東京から仕事の依頼がありますが
東京のお金の流れとの違いからものすごく安く感じて
頂いているようです。
中クラブ内でも東京へ進出される会社経営の方がいら

会費

っしゃいますので 私の会社ではまだ必要ないかと思わ
れますがぜひそういう方には考えてみては如何かと思
います。

たします）

小池年度初めての夜間例会

出席お待ちしています
8,000 円
＊19 日例会時に集金させて頂きます。

≪ 社会奉仕委員長 代理 小池和義会長 ≫
10 月 2 日（土）開催されました社会奉仕部門セミナー
の際お話しましたピンクリボン運動（乳がん検診）の
ピンクリボンバッジが各クラブ会員宛に届きましたの
でお渡しいたします。（本日欠席の方には後日お渡しい

【 会員卓話 】

山崎晶弘 クラブ管理運営部門長

でした。半年ほど過ぎ 新年会を行いました。この時

私は今年でロータリー歴 29 年になります。
昨年皆様の代表として中クラブからは

初めて私達幹事にも話をさせてくれ、今まで話す事が
できなかったクラブの幹事達は思いっきり話をし、み

19 年振りのガバナー補佐を務めさせて
いただきました。
大人の 29 年はそれ程ではありませんが
子供で考えたら生まれた赤ちゃんが子供を産み 親とな
る年齢です。

んな飲食が大好きという事でその後は飲食を伴う会議
となりました。実は 20 年以上も前 月に 1 度 会長・
幹事会でしか顔を合わせなかったこの仲間たちと
コロナの時期は出来ませんでしたが今でも 中クラブで
もお馴染の瀧田さんが幹事をしてくださり 1 泊旅行な

29 年前 30 歳で商売を始め 3～4 年後に越谷東クラブの

どで親交を深めさせていただいております。2004 年に

青木伸翁さんのご自宅をリフォームさせていただいた
時 今度 JC の理事長をされるというお話を聞き「入会
すればまた次の仕事に繋がるのではないか・・」とい
う含みがありまして入会しました。
JC は 12 月に卒業を迎え、その後は付属高校から系列大
学へ進学するように当たり前にロータリークラブへの
入会オファーがまいります！私の場合深井さん、山下

会長となったこの年はバブル崩壊から退会者が続出し
20 名を切ってしまいました
会長を終えた後は地区から声がかかり「健康保持増
進委員会」へ！現在は残念ながらなくなってしまいま
したが 退会者が増えた理由はバブル崩壊の経済的な面
は仕方ないですが健康面はバックアップする事で退会
の理由になる人が減るのではないかという事で出来た

さん、小池さん、栗原さん達からのお誘いを受け越谷
中クラブへ入会しました。
入会した年の 第 3 代会長は 天草大陸先生でした。

委員会でした。
私自身“健康おたく”で健康に良いとされる事は全て
行っているつもりです。

現在会長を決める時は“頼まれて”という状況もあり
ますが、その頃は日本経済がバブル前ですし どんどん

「死なない事は出来ない どんな人でもやがてはお迎え
がきます。ただ老いる速度は遅くできる」と色々な書

経済が上り詰めていてロータリーがステータスの時で
会長になるのが大変でした。
お亡くなりになられた方のお話ですが

籍から学びました。
考えてみれば天下だって明治維新前の江戸時代
天下取ったのは織田信長ではありません。あの時の

人は二回死ぬ：一回は身体そのものが荼毘に付され
亡くなった時 そしてもう一回は語り
話をする人が居なくなった時
という事で 敢えて供養という事で山﨑茂二さんという
方のお話させていただきます。
山﨑さんが会長にノミネートされた時の喜び様は大変
なものでした。たまたまご一緒させていただいてまし

戦国武将の中で凄いなとは思いますがどんな正しい事
でも多くの人が理解出来ないと受け入れてもらえない
これが信長の失敗でもありました。
織田がつき羽柴がこねし天下餅すわりしままに
食うは徳川
という言葉があります。信長がはじめた天下統一を秀
吉が引き継いで完成させたのに何もしていない家康が

て 人生最大の喜びだったように見受けられました。
それ程会長にノミネートされるという事はそれほど
名誉であり幸榮な事でした。
なりたくてもなれないという現実もありまして 人間と
いうのは意地悪をしたくなるのです。

がわがものにしてしまった という事ですが私はこの言
葉が好きです。一見「何もしないで」と取られがちで
すが実際は言わないけれども色々あったと思います。
ただその際の苦労話を言ったとしても聞いてる方は楽
しくないかなと思うのです。物事は気持ちの捉え方一

注目されている人に、なれない反発心を露わにする人
もいました。私がすごいなと思ったのは 現在も中クラ
ブで活躍してくださる山下良雄さんは 反発する意見を

つかなと私は思います。
3 年地区に行き昨年ガバナー補佐
として再び地区に行きましたが

笑って聞く事が出来るという事です。私だったら一層
熱くなって火に油を注ぐ事になっていたでしょう。
最盛期は中クラブ会員が 48 名の頃がありました。
2001 年 第 12 代会長仲文成さんの時私が幹事の指名を
受けました。現在第 8 グループは越谷のみですが当時
は岩槻に 3 グループ程、蓮田に 2 グループ程、そして
白岡までが第 8 グループの大所帯でした。

「こんな人いたんだ」と思う方に
出会いました。これは今で言う
VTT（職業研修チーム）です。
VTT は 1 年間 毎週 10 時から 17 時まで委員会が行われ
ます。当時はガバナー事務所がガバナーの所在の所に
移っていたので副幹事はカギを開け閉めるだけ中間の
時間は何もする事が出来ないのでかなり苦労があった

会長・幹事会も蓮田、白岡まで行くので時間をかけて
の行動でしたが、飲食大好きな私は「美味しいお店発
見！」の楽しい時間でもありました。
この年のガバナー補佐が 飲食は嫌い！話はロータリー
の事だけ！という真面目な方で会長・幹事会は勉強会

ようです。毎週行われた事で結束力は強くなりまし
た！しかし委員長になったら交換国に委員を連れ 1 カ
月程ホームステイに行くのです。長い時は 3 カ月程
仕事から離れるのですからとても恐ろしいと思いまし
た。

3 年が経ちそろそろ卒業させてもらおうかと

ここ最近コロナ感染者の新規感染者が少なくなってき

考えていた時「委員長をやってみないか」と声を掛け
て頂き「出来ません」という思いはありましたが 私は

て緊急事態宣言も解除になりましたが 医者・評論家
の方々がインフルエンザが流行ると共に新規感染者が

「人に頼まれたら出来るだけ断らないようにしよう
頼んだ人の気持ちを考えたら出来ないと言ったら自分
が頼んだ時嫌だな」という考えがありまして・・
ただ委員長はどうしても難しかったので「幹事をやっ
てくれないか」というお言葉を引き受けさせていただ

増えて行くのではないかと危機感を持っている人達も
多いようです。第 1 波～第 5 波までの
感染者数のグラフの放物線を描く
上り下がりは「人為的」なものではなく
「自然の法則」からだそうです。

きました。

もし人為的なものだとすると放物線ではなく急激な

アメリカ同時多発テロが起こった 2011 年仲会長の時
再び幹事をお引き受けし 2012 年度に会長となりました
この頃は会員数もかなり減少していました。
忘れもしない雪の降るある例会の日 誰もいない例会場
で どうしようかと思っていた時 遠くから長靴を履い
た１人の男性が「山﨑さ～ん」と呼んでいる姿があり
よく見ると山下会員でした！その日は会長と山下会員

下がりになったり横這いになったりとデジタルな
グラフの線となるそうです。
なぜ減少しているか分からないのが本当だそうです
皆さんご存知と思いますが、用を足した後便座の蓋
を閉めてから水を流さないと自分の
排泄した物の中のコロナウイルス以外も
含め色々なウイルスが流す水の勢いで
トイレの中に拡散するそうです。
それが洋服に付いたり、頭に付いたり、身体に入った
り、そしてトイレの扉を開けた時に違う空間にウイル
スが流れて行くそうです。
これは 10 年以上も前にイギリスの研究所が発表してお
りまして人体への影響 そして平均寿命を落とすと言わ
れております。現在はコロナの影響もあり、公民館等
のトイレに「蓋を閉めてから水を流しましょう」と掲
示されている所も見られるようになってきました。皆
さんぜひ用を足した後は便座の蓋を閉めてから水を流
す習慣を付ける事をお勧めします。
もうひとつ 皆さんコロナ予防対策として手洗いうが
いをやっている方は多いと思いますが「鼻うがい」を
やられた事ありますか？
経験した事がある方はわかると思いますがプールに飛
び込んだ時鼻に水が入りツーンとしますよね あの感覚
に似た感じがあるのですが 手に水をすくい鼻で吸いま
すそして鼻から出す これを 4～5 回行うと喉のうがい
をしたのと同じように鼻うがいになります。
手洗いうがいと一緒に鼻うがいを行う事でコロナだけ
でなく風邪の予防にもなるという事ですので こちらも
ぜひお勧めいたします。 （ 話：坪井 明 幹事 ）

ふたりだけの例会でしただ今でも私の中の温かい思い
出となっています。
最後に昨年ガバナー補佐をやらせていただき感じた
事 私が知る限り 中里ガバナーは全身ロータリーの方
です 私はガバナー補佐はガバナーの横に居るだけだか
ら自分の考えとかを発表するのは IM ぐらいかなと思っ
ていました。1 年半前からガバナー補佐会議が始まり 1
回目は懇親会という事で美味しい食事をしながらの楽
しい会議でした。しかしその次からのスケジュールを
見ると「ガバナー補佐会議」ではなく「ガバナー補佐
研修会」となっていました。1 時間から 1 時間半全て
パワーポイントを使っての研修でした。時間内には
中里ガバナーから突然指名され質問に答える内容もあ
り予習無くしては受けられない状況でした。
「答えられないと中クラブが
なめられてしまう」と感じた私は
この年になって予習・復習と
必死に勉強しました。
ロータリーはボランティアです。キャリアを積んで来
ようと 時間的に余裕があろうと”徳の無い人”は動い
てくれないです。商売は動いているから給料を払うの
が当たり前ですがロータリーはボランティアですので
“あの人の為にこうしてあげよう”というのが必要な
んです。
自分が JC の頃最初は行くのが嫌で理由を作って欠席し
たり、辞める事を考えた事もありました。でもその時
の委員長は電話をくれたり、出席するとオーバーリア
クションで「よく来てくれたね～ありがとう」と言っ
てくれました。これも一つの“気付き”ですよね
自分が幹事の時会長でした仲さんからの教えで今で
も守っている事の一つに、「約束は先約を優先」という
事があります。その当時の自分は「重さ」で約束の順
番を決めていました。
ロータリー歴 29 年の私がたくさんの人達から学んだ大
切な事を本日はお話させていただきました。

【 スマイル報告 】秋元志津子 出席会場副委員長
＊山﨑さん卓話有り難うございます。本日もよろしく
・・・・・・・・・・・・・・・・小池 和義 会長
＊山﨑部門長卓話有り難うございます。・坪井明 幹事
＊本日も宜しくお願いします。選挙も始まり騒がしく
なる様です。山﨑さん卓話楽しみにしております。
・・・・・・・・・・・・・・・・・山下良雄 会員
＊今日は卓話宜しくお願いします。・・山﨑 晶弘 会員
＊今日はあいにくの秋雨となりました。
山﨑さん卓話宜しくお願いします・秋元志津子 会員
【 出席報告 】

スマイル金額 6,000 円

会員数

出席
免除

出席
数

欠席
数

MU

13 名

3名

5名

5名

0名

出席率
50％

