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国際ロータリー第 2770 地区 第 11 グループ 
川口/鳩ヶ谷武南ロータリークラブ週報 
 

2022/7/13（⽔）12:30 点鍾 第 1736 回例会＠鳩ヶ⾕ロータリーセンター 
 

会⻑ ⼭崎真之介 ／ 幹事 平井利和 
広報・クラブ会報委員⻑  鈴⽊尹宏 

 

 
会長挨拶／会長 山崎真之介 

 
 先週金曜日、安倍元総理
大臣の訃報が世界中に衝撃
を与えました。あまりに痛ま
しく、二度と起こってはなら
ない悲しい事件です。体を張
って日本で一番重責を担いながら激務に取り組
んでこられた安倍氏に、心よりお悔みを申し上
げます。 
 この事件を通して、ロータリークラブとして
できることを考えさせられました。そしてそれは
やはり、奉仕活動を通した平和の推進であると
考えます。 
 
 私が所属している１つに中小企業家同友会と
いう組織があります。 
 別名「社長の学校」と言われる同友会は、月一
回の例会を中心に様々な経営課題について学び、
具体的に実践し、経営者としての自己研鑽、会
社の成長、地域の発展を目指しています。 
 先日の例会では川口市障害福祉科の方を招い
て「福祉について」、特に障がい者にウエイトを
置いた講演がメインプログラムでした。 
 当クラブでは生活に困窮している世帯、特に
こどもに向けて、こども食堂やフードパントリ 

 
ーに取り組んでいますが、奉仕活動の参考にな
りそうな内容でしたので少しご紹介させていた
だきます。 
 まず福祉という言葉には「生活困窮者」、「高
齢者」、「こども」、「障がい者」が含まれていま
す。 
 「障がい者」は「身体障害者」、「知的障害者」、
「精神障害者」に分類されます。このうち「知的
障害者」は 18歳未満の方を指すのだそうです。 
 川口市内においては障がい者手帳の所有ベー
スで身体障害者が 17,883 人、知的障害者が
4,096 人、精神障害者が 5,191 人、他に自立支
援医療制度利用者が 10,000 人ほどで、全体で 4
万人弱の障害者が生活されています。川口市人
口の 100 人に 6～7 人が障害者ということにな
ります。 
 いまの世の中は男女や年齢、LGBTQに対する
世界的な改善によって大きな変化をもたらして
いますが、少子高齢化からくる日本の労働力不
足の解消には到底至っておらず、ノーマライゼ
ーション（障害者や高齢者などがほかの人と平
等に生きるために、社会基盤や福祉の充実など
を整備していく考え方）やインクルージョン（企
業内の誰にでも仕事に参画・貢献するチャンス
があり、平等に機会が与えられた状態）の更なる
推進が必須となっています。 
 各社で障害者雇用できる環境が理想とされて
いますが、そう簡単な話ではありません。 
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 同友会会員の取り組みとして、障害者就労事
業所などへ仕事を発注する、作られた商品を仕
入れて販売する、率先して購買するなどの紹介
がありました。 
 しかし経営側としては生産性などメリットが
なければ手を出せないのが実際ですし、雇用と
もなればその人生を請け負うわけですから簡単
ではありません。 
 すると自社で障害者を受け入れる場合の社内
オペレーションなどの想定を話し合い、結果と
して業務効率化を達成し生産性が上昇したなど
の実例も紹介されました。 
 これらのお話は「今までこれでやってきた」か
ら「新たな考え、サービス、商品などの導入によ
る固定概念からの脱却」するためのきっかけに
なるかもしれません。 
 まずは福祉や障害者を知ることが始まりにな
ります。川口市では「あいサポーター研修」とい
う全体 75分の講習が実施されています。これを
例会に組み込んでみてもいいかもしれません。 
 地域課題を知り、未来に生かすことも社会奉
仕、職業奉仕、青少年奉仕にも通ずるのではない
でしょうか。 
 

 
幹事報告／幹事 嶋田悟志 

 
 幹事報告をさせていただ
きます。 
l 以前にもご案内した第
34 回インターアクト年
次大会開催のお知らせ
です。8 月 22 日(月)に越谷市サンシティホ
ールで行われます。今週 15日までの申し込

みになり、会長幹事、青少年委員長以外の方
も参加できますので、参加されたい方は申し
出をお願いします。 

l 令和 4 年度川口市暴力追放推進委員会総会
資料が来ておりますので回覧をさせていただ
きます。会員証のステッカーが来ております
ので皆様に後程配ります。 

l 先週前年度会長幹事に感謝の記念品を贈呈
しましたが購入を忘れて空の封筒でしたの
で、本日改めて記念品を贈呈します。一年間
お疲れ様でした。 

 以上幹事報告です。 

 
 

 
お客様紹介 
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プログラム 

 
◆新年度委員会活動方針発表 
●ロータリー情報／イメージ向上委員会  
 髙野好勝委員長 
【活動方針】 
 2022-23 年度 R.I.テーマ 
「イマジンロータリー」 
【RI 2770 地区のテーマ】 
「創造しよう未来への調和 

を ロータリーに DEI のさわやかな風を」 
 2022-23 年度は RI 始まって以来の女性会長
です。まさしく新しい風が吹こうとしています。
当クラブのメンバーがロータリーの知識を深め
て実行することを手助けいたします。 
 また地域の方々にロータリー情報を提供する。 
 
●国際奉仕委員会／青少年奉仕委員会／ 
 米山奨学部門 平井利和委員長 
 今年度、国際奉仕・青少
年奉仕・米山奨学部門長を
兼務させていただきます、
よろしくお願いいたします。 
 国際奉仕と青少年奉仕
は、コロナの影響により 3 年近く活動できない
でいる部署もがざいますが、再開に向けて準備
をしてまいりたいと思います。 
  
【国際奉仕】 
 皆様が国際奉仕に興味を持って参加して頂け
るよう努力していきたいと思います。 
 コロナの影響により中断しております、姉妹
クラブ台湾大甲との再構築を図りたいと思いま
す。渡航禁止が解除されたならば、こちらから台

第 11 グループガバナー補佐・伊藤髙太郎様、ガ
バナー補佐幹事・国武 充様にお越しいただき、中
山副会長よりご紹介をいただきました。 
お忙しい中ありがとうございました。 
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湾に出向きたいと思っております。 
 前年からの継続事業となりました、スリラン
カへ梯子者寄贈を進めてまいります。出来まし
たら地元スリランカとの繋がりを模索していき
ます。 
  
【青少年奉仕】 
 前年度に続き次世代リーダーシップ育成の為、
ＲＹＬＡに研修生を派遣したいと思います。 
 若い会員が多い我がクラブですが、将来ご子
息ご息女が不安や抵抗なくインターアクト・青
少年交換留学に参加できるように、情報収集し
ていきたいと思います。 
  
【米山奨学部門】 
 まずは寄付目標額 100％を目指します。 
 現米山奨学生であります、周旭東さんとの深
い繋がりできますような企画を盛りだくさんの
1年にしたいと思います。 
 
●会計 清水 勉委員長 
 3 年連続で会計に指名さ
れました清水です。 
 活動方針は予算額の状況
は常に把握しスムーズな予
算執行に努めます。計画と
しては 3 か月ごとの会計報告、今後に向けたク
ラブの会計体制の構築です。皆様 1 年間よろし
くお願いします。 
 
 
 
 
 
 

●幹事 嶋田悟志幹事 
 3 回目の幹事を仰せつか
りました嶋田です。山崎会
長は事務局を代行したり、
2 年連続の幹事を行ったり
と私よりもロータリーをよ
く知っていると思います。その分、そして若く勢
いがある分、暴走する可能性があります。そのた
め私が今年度幹事に立候補しました。山崎会長
の奥様は私の会社の社員です。人質を取ってる
分暴走しないよう抑えられると思います。そし
て前回幹事の時に出来なかった会長の体の健康
と会社の健康も管理していきたいと思います。
一年間宜しくお願い致します。 
 
●会員の皆様より一言 

 

 
◆雑誌の時間 髙野好勝委員長 
 雑誌の時間を始めるにあ
たり月信の読み方がわから
ないというお話を伺いまし
たのでざっくりと月信の説
明をいたしたいと思います。 
 月信はまず地区ガバナーが地区会員に方針テ
ーマに沿って挨拶が載っていますがこれがガバ
ナーさんの個性の発露となっていまして毎年大
きく変わっていきます。本日は 3 年前の中里さ
んの月信ですがこのように病気を発症する前の
中里さんが年の初めの挨拶として和服を着て大

押田会員（左）、間島会員（右）より新年度に向け
て一言いただきました。 
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きく載っています。 
 原稿のある所はわかりますが後ろの新入会員
の紹介が名前と写真付きであります。どの会員
さんも必ず紹介されます。 
 ロータリー財団の寄付はドルで今までの個人
の寄付額が明示されます。ただし 1000 ドル単
位、そして金額の多い方から順番に乗っていま
す。私が以前 1000 ドル寄付したときは 1 ドル
100 円ぐらいでしたが本日は 135 円です。円安
が進み寄付しにくい雰囲気になってしまいまし
た。そして少額ですと載りません。ここが少し月
信の掲載のいやらしいところだと私は思います。 
 米山奨学金は節目の 30 万円単位で掲載され
ています。そして金額の多い人から順番に紹介
されます。ここも少額だと掲載されません。 
 昔聞いたことがありますが、第 2770 地区で
はほぼ全員が寄付しますので少額の方は掲載さ
れません。申し訳ありませんがご理解得を賜り
たいと存じます。 
 また今年度の細淵Gの月信は今までの月信と
は別の雑誌になっています。 
 すごくしゃれています 今年度はカーグラフ
ィックの編集者が編集されているそうで私が20
歳ぐらいには毎月読むのを楽しみにしていた月
刊雑誌でした。同じ方がされているとのことで
すので納得いたしました。 
 
 次にロータリーの友について紹介したいと思
います。 
 最初にRI初めての女性会長ジェニファージョ
ーンズさんの挨拶です。私が読んで思ったのは
女性だから選ばれたのではない、国際ロータリ
ーの奉仕活動を通じて認められたのだというこ
とです。10 年前の田中作治さんが RI 会長の時
にはRI役員になっていましたのでご本人が努力

されたと存じます。 
 次は、第 2770 地区の細淵ガバナーの紹介記
事です。この原稿は近藤地区幹事が書いていま
す。細淵さんは浦和の老舗を経営されているそ
うです。 
 そして友愛の広場には川口/鳩ヶ谷武南ロータ
リークラブ平井会長のクラブ運営の原稿が載っ
ています平井さんに読んでいただきたいところ
ですが皆様方がお読みになってください。私の
記憶だと武南クラブでは初めての掲載だと思い
ます。皆様にも楽しんで読んでいただけると思
います。 

 
会場監督／岡田 聡 SAA委員長 

 

 

 
四つのテスト／布施明軌会員 
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出席報告／岡田 聡委員長 

 
会員数 21 名 

免除者数 3 名 

免除者⽋席数 2 名 

メーキャップカード 0 枚 

本⽇の出席数 12 名 

本⽇の出席率 63.16% 

 

 
ニコニコBOX報告／周 旭東さん 

 

 
本日合計 17,000 円 

年度累計 54,000 円 
 

次回のお題 ＜未定＞ 
 

 
次回の予定 

 
l 7/20（水）休会（定款適用・祝日週） 

l 7/27（水）例会@例会場＆Zoom 
Ø 未定 

l 8/3（水）理事会/例会@例会場＆Zoom 
Ø クラブフォーラム 

※新型コロナの状況によっては予定の変更をす
ることもございますがご了承ください。 
 

 
今月の誕生日 

 
7/1 髙野好勝会員 

7/13 鈴⽊尹宏会員 

7/18 嶋⽥美樹令夫⼈ 

 

 
7 月のロータリーレート 

 
136.00 円/$ 

 

【編集後記】 
 本日は第 11 グループガバナー補佐の伊藤
髙太郎様、ガバナー補佐幹事の国武 充様に川
口/鳩ヶ谷武南RCの例会にお越しいただきま
した。お忙しい中ありがとうございました。 
 今回の週報ではニコニコの用紙を事務局に
忘れてしまい、皆様のコメントを載せること
ができませんでした。大変申し訳ありません。 
 都内だけでなく、埼玉でもコロナ感染者が
増えてきています。感染対策を取りながらお
身体の調子を崩さぬよう皆様ご自愛ください。 

事務局 野村 
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例会風景 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 


