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本日私は朝、飛行機で愛媛県松山市の、道後温泉より帰ってま
いりました。昨日私の仕事関係の会の総会が道後温泉のホテルで
行われまして、本日の例会を考えるとどうしようと思いましたが
例会に間に合うことが出来まして正直ほっとしている所でござい
ます。
さて、本日卓話をいただきます大塚直前ガバナーにはやっとお
約束が果たせると思っております。今年度が始まる時に、直前ガ
バナーとしての卓話をお願いしたいと話してはおりましたが中々
機会をお作りすることが出来ず半期が過ぎ今日に至ってしまいま
して大変申し訳なく思っております。
本当に昨年の大塚ガバナー年度は1年間お疲れ様でございました
。1年間365日のほとんどと言うよりも、エレクトとしての活動を
含め2年間、730日ロータリー漬けの毎日だったと思います。
国際ロータリー2770地区のトップとして、2500人からの組織を
まとめていくには、その場に立った人にしかわからないプレッシ
ャーが多々あったことと思います。基本的にはロータリアンは其
々の会社組織の中ではトップかそれに準ずる立場にいる方ですの
で、企業や組織のトップと言うものがどういうものであるかは理
解をしていると思いますが、逆にそういった方々が会員としてい
て色々な事を言ってくる矢面に立つわけですのでその重圧、そし
て責任は大きなものがあったと思います。
そして、2500人からの組織となりますので、委員会など委員長
や委員の方々にもやる気になって、動いてもらわなくてはなりま
せんので人間関係、信頼関係を確りと築いて行かなくてはならな
かったかと思います。
そこで、これは私なりに会社であったり組織であったり様々な
人間関係を作っていく上で参考にしているというか、気を付けて
いることがありますので今日のブックマークとして紹介いたしま
す。

AGEO ROTARY CLUB
◆新入会員の古賀さんと宮島さんの歓迎会を3月
17日に四川飯店で行います。
◆本日、例会後理事会がございます。

例えば「ありがとう」や「大好き」ですとか
優しい言葉や前向きな言葉をかけた水はきれい
な結晶ができます。そして「ばかやろう」です
とか「だめだ」とか汚い言葉や後ろ向きな言葉
をかけた水の結晶は形が崩れてしまい、きれい
な結晶にはなりません。そして、悪い言葉や態
度の中で、最悪の行為がありまして、それは「
無視」をする事であります。これは水ではなく
てごはんで実験をしたようなのですが、「あり
がとう」と声をかけたご飯は発酵して良いにお
いがして、「ばかやろう」と声をかけたご飯は
腐敗して黒くなり、「無視」をしたご飯が一番
腐って悪臭を放ったそうです。前に講演をして
いただきました埼玉県教育委員会教育長の松井
和さんも子供の教育に関して同じことを言って
おりまして、覚えている方もいらっしゃると思
いますが、子供の教育上最悪な行為は無視をす
ることだと言っておりましたが、水や食べ物も
同じで汚い言葉を掛けるよりももっと悪いこと
は、無視をすることが相手を腐らすことになる
という事です。そして、人間は70％が水で出来
ていると言われますので、感情で腐るという事
もありますが、感情を無くしたとしても人間が
腐る行為が無視であるという事を水が教えてく
れたという事であります。
皆さんも今後の組織や会社などでの円滑な人間
関係作りにおいて参考にしていただきたい実験
例であります。それでは、以上で会長挨拶とさ
せて頂きます。本日の例会も宜しくお願い致し
ます。

委 員 長 報 告
ボビー委員会 樋口雅之委員長
本日、お手元にお配
りさせていただきまし
た4月6日鴻巣カントリ
ークラブにて、第五グ
ループの親睦ゴルフ大
会と上尾ロータリーク
ラブのゴルフコンペを併催で開催させていただき
ます。第五グループの方には10名以上参加をして
くださいとのご連絡がありました。是非、皆様奮
ってのご参加をお待ちしております。締切りは2
月の末となっておりますのでFAXにてご連絡いた
だけますようよろしくお願いいたします。

社会奉仕委員会 竹内勝彦委員長
本日、回覧にて上尾
市の障害者作品展示即
売会の当番表を回させ
ていただいております
。殆どの方にはご都合
を記入していただけて
おりますので、最終的な確認になると思います。
2月25日〜28日までの4日間皆様のご協力よろしく
お願いいたします。

卓 話

幹 事 報 告

国際ロータリー第2770地区直前ガバナー
大塚信朗様

◆2012〜2013年ロータリー財団の奨学生募集のご
案内が来ております。締切りは2月28日までと
なっております。
◆2月17日に地区チームの研修会がございます。
◆上尾ロータリークラブホームページがリニュー
ルいたしましたので、ご報告させていただきま
す。

本日は私に卓話の機
会を与えてくださり誠
にありがとうございま
す。本日は先程会長挨
拶にもありましたが、
私のガバナーとしての1
年間を振り返ってみたいと思います。本当に1年
間というのは早いもので、上尾ロータリークラブ

島村健幹事

AGEO ROTARY CLUB
の皆様のおかげで私は大役を果たすことができま
した。来年度の国際ロータリーのテーマがインド
のカルヤン・バネルジーRI会長エレクトから発表
されました。
「Reach within to Embrace Humanity 心の中を
見つめよう、博愛を広げるために」になります。
そして来年の国際大会の場所はタイのバンコクで
開催されます。
さて、一年を振り返って私のガバナーの時のRI会
長ジョン・ケニー氏が私達に伝えたかったことを
まとめてきました。
ジョン・ケニー氏は私たち一人ひとりは過去を未
来へと繋ぐ鎖の輪のような存在で大いなるロータ
リーという伝統の一部を成していると例えること
が出来ると言っておりました。
私の一年間はまずテーマのバッチを作りました。
上尾から見える富士山とツツジをモチーフにして
制作しました。2007年の6月4日の朝8時に中村パ
ストガバナーから電話がありまして、君が2009〜
10年度の国際ロータリー2770地区のガバナーに推
挙されたから頑張るようにと連絡をいただきまし
た。私はそれから非常にロータリーについて人間
が大きく変わったと自分自身で思っております。
そして、上尾ロータリーが初めての経験だったの
でクラブ内で色々な事があった思い出されます。
忍耐の1年これはガバナーにノミネートされると
よく言われている事でございます。ロサンゼルス
大会でエレクトと認証されまして、それから1年
間バーミンガムまで勉強いたしました。そして、
実践の1年はあっという間に終わりまして感傷に
ひたるまもなく今は御礼奉公を行なっております。
毎年、ロータリーの指導者のバトンが次期の指導
者へと引き継がれます。ポール・ハリス氏が後継
者に渡したバトンが私に回ってきて、私はバトン
を渡し続けてきた過去の指導者達そして全てのロ
ータリアンに対してその信頼を裏切る事無く務め
を全うするように努めて来ました。
私にとってこの1年間は楽しく充実した1年間でご
ざいました。そして素晴らしい感動を味わう事が
できました。

12月10日には最後の公式訪問として我がクラブの会
長幹事面談がございました。また、9月28日にはポ
リオ撲滅チャリティーゴルフ大会を上尾北ロータリ
ークラブをホストに行っていただきました。
そして上尾ロータリークラブに大変お世話になった
のが、地区大会でございます。11月13日の前夜準備
のため皆様に集まっていただきました。また奥様方
にも大変お世話になりました。この時の地区大会で
は初めてパストガバナーにその年度の制服を着用し
ていただきました。また、各部門のセミナーも行わ
れました。
私たちロータリアンは何を求めて奉仕活動をしてい
るのでしょうか、企業の活動成果を収益となって現
れます。私たちの奉仕の成果は何になって現れるの
でしょう。

出席 会員数 ４１
欠席 欠席数 １５
前々回確定
修正（％） ７５,６１

スマイル

これも一重に上尾ロータリークラブの会員一人
ひとりのご協力の賜物と感謝の気持ちで一杯で
ございます。上尾ロータリークラブの皆さん本
当にありがとうございました。私は皆さんもご
好評に答えるためにこれからは一人のロータリ
アンとして頑張る所存でございます。皆様方に
おかれましては上尾ロータリークラブ発展のた
めロータリーライフをエンジョイしていただけ
ればと考えております。
2年半前の2008年10月30日この日を契機に私は
ガバナーとしての準備が始まったように思って
おります。上尾興業の加藤さんの計らいでビル
の3階をお借りしましてガバナー事務所を開く
事ができました。そして一昨年の1月18日〜25
日まで一週間サンディエゴで国際協議会という
ところで、ガバナーとしての訓練を受けてきま
した。その後、3月7日に地区チームを清水園で
行いました。3月27日、28日にラフレさいたま
にてPETSを行いました。この時、当地区では
初めて2日間のPETSを開催させていただきまし
た。1泊2日で私も初めてだったのですが、国際
協議会でエレクトの研修を受けている時はセッ
ション方式で徹底的に教育されました。その方
式をこのPETSで採用させて頂きました。そし
てこの時にロータリーの綱領を唱和する事を始
めました。各クラブ月に一回綱領を唱和してほ
しいとお願いをしました。この綱領の唱和につ
いてはとても好評をいただけました。
4月22日大宮ソニックシティにて上尾西ロータ
リークラブがホストによる地区協議会を開催し
ていただきました。本当に西ロータリークラブ
の皆さんにはお世話になりました。
そして、6月18日〜26日までバーミンガムでの
国際大会に行ってまいりました。この大会はRI
会長にノミネートされております田中作次氏が
大会会長でございました。RIの会長になるには
国際大会の会長をやる事が1つの条件になって
います。帰国後、7月10日から
81クラブに公式訪問を開始し81クラブ訪問して
きました。

。それは感動だと思います。皆さん自身が大いなる
感動を味わえる奉仕活動を展開してください。そし
て、その感動をより多くの人を分かち合ってくださ
い。そこには楽しい効果的なロータリーライフがあ
ると思います。
昨年4月の規定審議会からロータリーは新世代奉仕
部門が加わりました。それもありまして今私は次の
世代を担う子供達に愛の手を差し伸べなければいけ
ないと思っております。
ニューオリンズの国際大会の参加はまだまだ間に合
いますので、一人でも多くの方に参加していただき
たいと思います。ご清聴ありがとうございました。

出席数 ２６
（％） ６３,４１
欠席数 １０
（Ｍ・Ｕ） ５

２７,０００円

■大塚会長 大塚直前ガバナー卓話ありがとうございます。

■富永会員 大塚パストガバナー卓話ありがとうございました。

■名取副会長 大塚直前ガバナー卓話ありがとうございます。

■吉川会員 卓話ありがとうございます。

■島村幹事 大塚直前ガバナー卓話ありがとうございます。

■村岡会員 パストガバナー卓話ありがとうございました。

■関口副幹事 大塚直前ガバナー卓話ありがとうございます。

■武重会員 パストガバナー卓話ありがとうございます。

■大塚直前ガバナー 卓話させていただきます。

神田会員 大木会員 井上（武）会員 加藤会員 藤村会員

■岡野会員 2月1日に74歳になりました。

渡邉会員 樋口会員 齋藤（重）会員 竹内会員 久保田会員

■尾花会員 卓話ありがとうございました。

須田会員 野瀬会員 齋藤（哲）
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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上尾４F
（ポリアス）
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