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国際ロータリー第2770地区
　第５Gガバナー補佐
　　大貫　等様（ガバナーエレクト）
　第5Gガバナー補佐幹事
　　岡村哲也様（上尾西RC）
米山記念奨学生
　チョウドリ・イムルル君
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第２652回　例会
２０１6. 8. 25

人類に奉仕するロータリー

行事予定
9月8日   部門セミナー報告
　　　   広報部門
　　　　会員増強維持部門
9月15日 部門セミナー報告
　　　　ロータリ-財団部門
　　　　学友部門
9月22日 定款の規定により休会
9月29日 クラブフォーラム②
　　　　（時間変更）

会長あいさつ 2016-2017年度　久保田　勲会長

　皆さん今晩は。本年度７回目の例会に参加頂きありがとうございま
す。第５グループガバナー補佐の大貫様、補佐幹事の岡村様、ようこ
そ。そして米山記念奨学生のチョウドリ・イムルル君、ようこそ。
　本日はクラブ協議会にてガバナー公式訪問の準備ということで第５
グループ大貫ガバナー補佐をお招きしての例会になりますのでよろし
くお願い致します。また今週の報告として昨日は濱野英美パストガバ
ナーを偲ぶ会と第５グループ会長・幹事会がございました。私はＪＣ
時代にもお世話になりましたが、入会前後に私の自宅がさいたま市と
いうこともあってＰＴＡ会長時代の仲間が大宮シティロータリークラ
ブにたくさんおられましたので当時はロータリーとは別にいろいろと
お世話になりました。当日は、ガバナーの故人を偲んでの挨拶、渡邊
パストガバナーの献杯をしてから桶川の地で会長会に合流させていた
だきました。ご冥福をお祈りしたいと思います。
　前回の挨拶で触れさせていただきましたように、四年後の東京オリ
ンピックの追加競技に野球とソフトボールが追加される事を例会でお
話ししましたが、今リオで活躍したアスリートたちの帰国後各地でそ
の勝利を称えた行事が行われております。以前にサッカーのなでしこ
ジャパンが活躍したことは記憶に新しいと思いますが、活躍前にＦＩ
ＦA南アフリカ大会でも、日本チームは決勝トーナメントに進出しまし
たが、一回戦でパラグアイにＰＫで敗退しました。この大会では世界
32カ国のチームが参加しましたが、日本チームが参加国でトップにな
ったものがあります。１位日本59％、２位スロベニア52％、３位オラ
ンダ49％、４位イギリス48％でした。それは、シュートがゴールの枠
を捉えた割合のオンターゲット率です。シュートの精度が世界で一番
高かったのが日本でした。これまでは日本チームのシュートの精度は
悪くて有名でした。
　日本がはじめてワールドカップに出たのが、1998年のフランス大会
で、この時、岡田武史監督でした。この時の日本のオンターゲット率
は20％で世界最低でした。それが16年経ったこの大会で世界最高にな
りました。これは日本のシュートがうまくなった事もありますが、大
きな別の要素があると言われています。南アフリカ大会では、公式ボ
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例会日　毎週木曜日　12：30～13：30
例会場　東武バンケットホール４F（ポリアス）
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スマイルスマイル
大貫等ガバナー補佐　来週の公式訪問、宜しくお願い致します。
岡村哲也ガバナー補佐幹事　本日はよろしくお願いいたします。
久保田会長／藤村副会長／樋口幹事／須田副幹事／吉川会員／
齋藤重美会員／村岡会員／尾花会員／神田会員渡邉会員／
大木会員／細野会員／名取会員／大塚崇行会員／齋藤博重会員／
関口会員／野瀬会員／宇多村会員／長沼会員／芳賀会員

出席　　会員数　　３7　　　出席数　　22
欠席　　欠席数　　15　　　（％）　 59.46
前々回確定　　　　　　　　　欠席数 　  0
修正（％）　 　 100.0      　    （Ｍ・Ｕ）     0

次週のガバナー公式訪問、および
クラブ協議会②をどうぞよろしく
お願いいたします！

青少年奉仕委員会　大塚　崇行委員長

米山記念奨学委員会・学友委員会　齋藤博重委員長

　情報はいま世の中にあ
ふれていて一人ひとりの受
け取り方は違っていると思
います。ぜひ皆さんに集ま
っていただきお互いが持っ
ている情報を共有し、楽し
い場をつくりたいと思います。

ロータリー情報委員会　名取　勝委員長

クラブ広報委員会　長沼　大策委員長
　今年度のの方針「会員増強のための広報」といった位
置づけでメディアを活用していきたいと思います。世界
で奉仕活動を展開しているロータリークラブですが、堅
苦しいことだけでなく「ロータリークラブは楽しい」と伝
えられたらいいなと考えています。

ロータリ-財団委員会　関口 和夫委員長

国際奉仕委員会　大木　保司委員長

奉仕プロジェクト委員会　藤村　作委員長
　奉仕プロジェクト委員会
を開催し、ガバナー訪問に
むけて考えをまとめさせて
いただきました。職業奉仕
では、職業奉仕月間の卓話
と企業訪問を企画していま
す。社会奉仕では昨年度から始まったペットボトルキャ
ップ回収事業を継続していきます。

　上尾クラブは過去、国際
奉仕を継続してあまりやっ
てこなかったのかなと思い
ます。今年は次の布石にな
るよう勉強しなおそうかな
と思っています。「世界はあ
なたの奉仕を待っている」がテーマですのでぜひ国際
奉仕をしていきたいと思います。

　当クラブは長年、上尾高
校のインターアクト同好会
をサポートしており、今年
度の韓国訪日団は２月から
になります。ＲＹＬＡ促進も
声をかけていきたいです。

　昨年度からのペットボト
ルキャップ回収をサポート
しながらポリオ撲滅への寄
付を進めていきたいと思い
ます。また、財団１００周年
ではアトランタ国際大会に
むけてＰＲをしたいと思います。

　チョウドリ君が例会に参
加し、皆様に気持ち良く寄
付をしていただき目標額を
クリアしました。学友委員会
セミナーに参加し来月報告
させていただこうと思います。

社会奉仕委員会　宇多村海児委員長
　献血運動の年2回の協力
、障がい者作品展示即売会
への協力に加え、地区の補
助金を利用させていただき
ながら、上尾の地に根付い
たわんぱく相撲への支援プ
ロジェクトを展開していこうと企画しています。ご協力の
ほどお願いいたします。
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幹　事　報　告
樋口 雅之幹事

ビジターゲストあいさつ

委員長報告

◆来週のガバナー公式訪
問にはぜひ全員のご出席
をお願いいたします。
◆９月８日（木）18時から
会長会を開催いたします。
パスト会長の皆様はよろし
くお願いいたします。
◆9月のロータリーレートは１ドル＝１０２円です。
◆昨日、桶川で第5グループ会長幹事会が開催されまし
た。2020年は日本のロータリークラブの100周年にあ
 

米山記念奨学委員会　齋藤　博重委員長

ールとして採用されたのがアディダスのジャブラニ
というボールで、これまでのボールよりパネル数が
少なく、ツルっとしていて摩擦の少ないもので、大
きな変化がかかりにくく小さくぶれる癖のボールで
す。実はこのボールを国内リーグで一番早く使った
のが日本でした。早めに新しいボールに慣れその癖
を知りぬいたから、いい結果が出たと言われます。
最近の世界のスポーツでは、早めに準備することの
重要性が言われています。早めに、しっかりと準備
をしたところが結果を出しています。
　北京オリンピックでは、ソフトボールで金メダル
を取りました。この時、日本選手がサングラスをか
けているのに不思議に思った人がおられたと思いま
すが、この勝因はサングラスです。決勝トーナメン
トに入ってから、彼女達は全員、昼もナイトゲーム
もサングラスを掛けていました。昼はその効果は分
かりますが、夜かける効果は、中国の野球場の照明
の角度調整のノウハウのなさで、打球が上がるとボ
ールが消えてしまうスポットが何カ所かあったよう
で、そのためにサングラスが有効だったようです。
当時のソフトボール監督の斎藤春香さんは、オリン
ピックが始まる前にこれに気が付き、ライトに当っ
てもボールが確認できるサングラスをメーカーに特
別注文したそうです。最初は実験的に使っていたが、
掛けていない選手が捕球ミスを犯し、その有効性が
ハッキリわかり、決勝トーナメントからは全員が掛
けるようになり、エラーはなくなり、鉄壁の守りと
なり、優勝につながったということです。我々建設
業界では、段取り８分とよく言われますが、何事に
おいても的確な準備は大切なものだという事を、お
話しして挨拶と致します。

米山記念奨学生   チョウドリ・イムルル君 

　本日、大塚崇行会員より
10万円のご寄付をいただ
きました。これでガバナー
公式訪問前に１００％達成
しました。ありがとうござい
ました。

今日例会に来る際、電車の隣の席に英語の文法の本を
持った70代の男性が座っていました。声をかけられ少
し話しましたが、私のイントネーションが悪かったらしく

たり、記念の実行委員長に北清治 元ＲＩ理事がご就任
されるそうです。事務局の初期費用、人頭分担金１人
200円は地区予算より支出する予定です。７月１日、当
地区の会員数は2,559名です。
またＲＬＩパート１は8/27に、パート２は9/24に開催さ
れます。
◆先の話ですが、アトランタ国際大会は6/10～14で、
ガバナーナイトは6/10に予定され、地区で200名の参
加を目指したいそうです。
◆地区　職業奉仕部門　夜話会が10/21、パレスホテ
ル大宮で僧侶の加藤先生をお呼びして開催されるそう
です。
◆2018-19年度　第５Ｇのガバナー補佐が桶川ＲＣ・
池田様になられました。
◆11/12-13　地区大会を開催いたします。当クラブは
100％登録いたします。
◆グローバル補助金セミナーが10/13に開催されます。
◆7/31にインターアクト年次大会が春日部で開催され
ました。
◆ローターアクト総会も開催されました。
◆ＲＩ規定審議会で「入会金」について、定款への記載
をやめましょうという話がきています。現在は移行期間
で対応は各クラブに委ねられていますが、細則への記
載はＯＫとのことで当面、当クラブは現行のままとさせ
ていただきます。
◆財団が支援する「ロータリー・平和・フェロー」があり
ます。こちらは追って会長挨拶等でまたご紹介させてい
ただきます。
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米山記念奨学会功労者表彰

例　会　主　題

第５グループ　ガバナー補佐　大貫　等 様

クラブ奉仕委員会　須田　悦正委員長

会員選考委員会　細野　宏道委員長

地区の活動や奉仕活動の参加にむけて会員の意欲を
高めます ３）活気あふれるクラブ、魅力あるクラブになる
ために、新しいことに挑戦するよう奨励する ４）クラブの
卓越したプロジェクトや、ロータリアン個人の功績を表
彰する　５）重要な事項についてクラブリーダーと話し
をする　６）ロータリーの重要事項を説明する、です。
　来週、ガバナーが参るにあたりクラブとして準備をし
ていただきたいことは １）タイムスケジュールの確認　
２）ガバナーから授与していただきたい内容がありまし
たら事前にご連絡ください　３）クラブの現状を把握し
てください　です。浅水ガバナーからのお願いは、できる
だけ全会員の出席をお願いしたい、ということです。特に
例会後、協議会では委員長さんだけが参加するクラブ
もあるそうなのですが、できたら会員の皆様も参加され
てクラブの問題点をみんなで協議していただければと
のことです。
　今年は懇親会が行われガバナーも参加されるそうな
のでぜひ皆様もご参加いただければと思います。以上で
す。来週、どうぞよろしくお願いいたします。

吉川公夫会員　第13回メジャードナー

　本日はガバナー公式訪問１週間前ということで例会
に参加させていただきました。昨日会長幹事会を開催さ
せていただき、上尾クラブさんのお話しを伺いましたら
７月から２ヶ月弱、とても順調に進んでいるように見受け
、安心しております。増強に関してもすでに１名されてい
て、今後もスムーズに増強されるのではないかなと思い
ます。浅水ガバナーの今年度の地区運営方針は「楽しい
ロータリークラブを作り上げよう」なのですが、貴クラブ
の久保田会長は率先していろいろな企画をたてている
ようなお話も伺い、とても楽しみにしております。
　さてガバナー補佐の責務の１つで、地区ガバナーの
訪問にあたりクラブの準備を援助しましょうとあります。
ガバナーはなんのために訪問するかというと、６つの目
的があります。１）クラブのサポートをする　２）クラブと
 

会話が続きませんでした。
これから４年後のオリンピ
ックに向けて大勢の方が英
語を勉強をしているのだと
思いますが、私の英語力も
磨いていこうと思いました。

ガバナー公式訪問準備について クラブ協議会①
ガバナー公式訪問　クラブ協議会②にむけて各委員会
方針を短く披露。

　クラブ奉仕委員会、出席
委員会、親睦活動委員会、
プログラム委員会、ホビー
委員会の５委員会で合同
委員会を開かせていただ
けたらと考えています。ホビ
ー委員会では野球のユニフォームも配られたので目標
をたてながら、いっそう親睦を深め、出席率を向上し、楽
しいクラブにできたらいいなと思っています。

　９月1日に１名の新会員
入会式を予定しています。
会員選考委員会としては迅
速に手続きをはかるべく皆
さんの意見を吸い上げて
今後も推薦をしたいと思い
ます。
 


