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1. 第2770地区 ⽶⼭記念奨学学友選考委員会委員（久喜RC） 倉持政宏（くらもち まさひろ）様
2.幸手市商工会 会⻑

梨本松男（なしもと まつお）様

3.幸⼿市サッカー協会理事
4.⽶⼭記念奨学⽣

中村彰宏（なかむら あきひろ）様

マック ティ スアンさん

5.⻘少年交換留学⽣ ソフィア カプトさん

市⺠まつり協賛⾦ 進呈

バナー交換（イタリア）

梨本松男商⼯会会⻑

ソフィア カプトさん

幸⼿市近隣少年少⼥サッカー⼤会
『ロータリークラブ杯』助成⾦

中村彰宏様

授与

米山奨学生
マック

奨学⾦進呈

ティス アンさん

会⻑挨拶

関

皆さんこんにちは。

裕

会⻑

本日は第 2600 回例会です。2600 回、キリ番である事はもちろん、幸手ロ−タリ−クラブの歴史を感じざ
るを得ません。私などはその歴史のほんの一部に関わっているだけですが、チャ−タ−の高浜さんは、その
すべてに関わっていると思うと本当に頭の下がる思いです。55 周年記年式典も終わったばかりですが、皆様
も再度、この⻑い歴史を思い返して頂ければと思います。
ビジタ−として、まずは第 2770 地区⽶⼭記念奨学学友選考委員会委員

倉持政宏（くらもちまさひろ）様。

ようこそ幸手ロ−タリ−クラブへ。最後まで宜しくお願いいたします。
幸⼿市商⼯会会⻑

梨本松男様。３年ぶりの市⺠祭り、盛況になるよう共に頑張りましょう。

幸⼿市サッカ−協会理事

中村彰宏（なかむらあきひろ）様。来月早々幸手ロ−タリ−クラブ杯ですね。運

営して頂き感謝しています。これからも宜しくお願いします。
⽶⼭記念奨学⽣マック･ティ･スアンさん。本⽇は卓話をお願い致します。⽇本語もずいぶん上達しているよ
うですし、とても楽しみにしています。
そして、⻘少年交換留学⽣ソフィア・カプトさん。来⽇して 1 ヶ月が過ぎました。数日前にホストチェンジ
したばかりではありますが、⽇本の⽣活そして学校に早く慣れ、楽しい留学になることを希望しています。
さて過⽇、安倍元⾸相の国葬が⾏われ、私もテレビを⾒ながらではありますが、黙祷を⾏いました。マスコ
ミが『国論を⼆分する中での開催』と囃し⽴てる中、会場付近では絶対反対のデモ⾏進。賛成派と反対派の
路上でのもみ合いなどがメディア上で流されていました。
賛成・反対の意思表⽰を⾃由に出せる事が⺠主主義であり、その権利であることは間違いの無いところでは
ありますが、果たして今回の状況が『成熟した⺠主主義』と⾔えるのでしょうか。
やはり、意思表示を自由にすることが出来ると言っても、その手法は考えるべきだと思います。
⾃分と反対の意⾒になってしまった場合に良くありがちなのが、声⾼に反対を叫ぶデモやネットなどによる
誹謗中傷ですが、その決定がル−ルに沿ったものであるならば最終的にその決定には従わざるを得ないと思
います。今回の決定⽅法は、⾏政としての閣議決定でしたが、通常多くの決定は国会です。国会とは選挙で
選ばれた議員の集まりであり、議員は選挙で選ばれます。代議制⺠主主義を取る⽇本においては選挙が全て
と言ってもいいぐらいではないでしょうか。その選挙ですが、はたしてどれほどの人が関心を持っているで
しょうか？ちなみに今年の 7 ⽉に⾏われた参議院選挙は投票率 52%程でした。半分の人が投票すらしてい
ないのです。
根幹である選挙の熱量が少ない原因はどこにあるのか。
将来の日本にとって課題の一つではないでしょうか。
ロ−タリ−も同じです。理事会というル−ル上の決定機関がありそこで多くのことが決定されます。理事の
方々は、経験の有る無しに関わらず、真剣に議題に向き合い協議・審議を進めています。議員の方は報酬を
もらってその事に取り組んでいますが、ロ−タリ−の役員はボランティアです。中には仕事を調整してなん
とか来て頂いている方もいるでしょう。本当に頭が下がります。
しかし、我々も万能ではありませんし、間違えることもあるかもしれません。そのため理事会の決定を変え
ることも出来ます。それが提訴することです。⾔葉は厳しいですがクラブの定款にも前もって書かれていて、
手法もそこで決まっています。もちろんなかなかあることではないのでしょうが、
『決まっていること』が大
事だと思います。
やはり当クラブが全てをル−ル通りに⾏ってきたということが、55 年の歴史を刻むことが出来た⼀つのポ
イントではないかと思います。今後も 60 周年に向け、ル−ルを遵守し⼀緒に頑張っていきましょう。

理事役員会・幹事報告
議

谷野友昭幹事

題

内
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合同例会について

10 月 23 日（日）第 7 グループで久喜駅前にてポリオ街頭募⾦活動実施。

10 月 24 日世界ポリオデーの事業

懇親会中止

例会場テーブル配置について

コロナ禍が落ち着きをみせたのと親睦の観点からテーブルの配置をコロナ前に

10 月 26 日は振替休会

戻しました。
桃園周年式典参加について

今月 13 日に渡航規制が一部解除になりましたが、渡航者と現地の方と食事がで
きないと判明。今年度の桃園訪問は中⽌となる

幸⼿市⺠まつりについて

10 月 30 日（日）権現堂第 2 号公園
ブース出展を⾏いますので多くのご参加をお願いします。

高校生海外（韓国）研修派遣団募集に

幸⼿桜⾼校のインターアクトの参加が⾒込めない際は会員のご家族に範囲が広

ついて

がります。参加の意向を示したご家族は受け入れをお願いします。

幸⼿市近隣少年少⼥サッカー⼤会に

昨年に続きサッカー⼤会の補助を⾏います。開会式前の横断幕掲⽰等ありますの

ついて

で⻘少年委員会を中⼼にご参加のほどお願いします。

世界大会について

5 月 27 日（土）ガバナーナイト、28 ⽇（⽇）に⼤会が⾏われる予定。160 名収
容できる会場は既に抑え済み。観光含め 4 泊 6 日の渡航予定。費用は航空券+ホ
テル宿泊料で 40 万前後の予定。12 名参加決定

クリスマス会について

12 月 10 日（土）幸手市役所に集合し 8 時にバスで東京ドームシティに向けて
出発します。お昼まで遊園地を利⽤し、お昼からは MLB カフェで例会を⾏いま
す。多くのご参加をお願いします。

ホストチェンジについて

今月 2 ⽇から紙本家→⼩⼭家にホストチェンジされました。これまで⾯倒を⾒て
いただいた紙本さん、ありがとうございました。また小山さん、これからよろし
くお願いします。

次年度桃園短期交換留学⽣について

桃園扶輪社会⻑エレクト Fred さんからの熱烈な要望。
過去を振り返ると楽しかったと記憶している。ただし来年度はガバナー輩出年度
でもあり、クラブ会員に過度な負担を強要できない。理事役員全員、実施の⽅向
で回答。受け入れ人数などのルール決めが必要。

HP について

これまで HP を作成していた方の体調が悪くなってしまったそうなので制作会社
を変更し HP を新しくします。

新年賀詞交換会について

当初、来年の 1 月 11 ⽇（⽔）に予定されていた新年会は梨本 G エレクトの都合
が悪いため翌週の 18 ⽇（⽔）に⽇程の変更をします。ご参加のほどお願いしま
す。

地区大会について

12 日（土）浦和パインズにおいて RI 会⻑代理夫婦晩餐会が⾏われます。該当の
方はご出席のほどお願いします。
13 ⽇（⽇）さいたま市⽂化センターで⾏われ、昼⾷を共にし参加します。多くの
ご参加をお願いします。

会費未納者について

4 名未納。今月中に納入頂くよう連絡します。

例会場⾳響設備について

マイクの調子が悪くアンプに原因あり。今回新調する。

ロータリーレート

1 ドル 145 円

ご挨拶
幸⼿市サッカー協会理事

中村彰宏 様

皆様こんにちは。
幸手市サッカー協会に多大なるご支援を頂き感謝申し上げます。
今年も幸⼿市近隣少年少⼥サッカー⼤会を開催いたします。
健全な心身育成のため今後も頑張ります。ご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。
なお、今年の開催⽇は 11 月 5 ⽇（⼟）です。お時間のある⽅は、是⾮⾒に来てください。

近況報告
ソフィア カプトさん

皆さんこんにちは。私の名前はソフィアカプトです。16 歳です。イタリアからきました。
春日部共栄学校に通っています。部活動はソフトボール部です。私はコーヒーが好きです。
毎朝飲んでます。日本の食べ物で天ぷらが好きです。
学校は楽しいです。同じ留学⽣のマヤと仲良しです。マヤは優しくてとても楽しいです。
12 ⽉は修学旅⾏があり楽しみです。これからもよろしくお願いします。

コニコＢＯＸ
誕生日祝ありがとうございます。

小川哲也会員・紙本瑞基会員

本日例会に出席させていただきました。倉持政宏様
倉持様、中村様、梨本商⼯会会⻑ようこそ
関裕会⻑・⾕野友昭幹事・梨本松男会員・⻘⽊智弘会員・⼩⼭寿⾏会員・宮澤実会員・柳沼憲⼀会員
芦葉武尊会員・山本太輔会員・⻘⽊弘会員

ニコニコ BOX・財団 BOX
合
ニコニコＢＯＸ
結婚記念日祝
ビジターフィー

計

累

17,500

本日の出席率
計

会員数

163,001

0

9,012

1,500

6,000

出席者数

暫定出席率

(出席免除 10 名)

43 名

出席者
メークアップ

37 名
3名

93.02％

