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本日は献血活動で朝早くから大変ご苦労様です。当例会が終
わった後も引き続き献血活動を行いますので、是非皆様のご協
力よろしくお願いいたします。最近、献血も不足気味だと聞き
ますけど毎年不足しているとお話が出ている気がします。
今年の冬は大変長くとても寒かったのですが、ようやく春ら
しい天候になってきました。毎年日本にとっては4月というのは
新入学、新入社員を迎えて一年のスタートになる時期です。最
近、大学では9月入学というお話が出ています。秋季入学が導入
される背景には欧米の学校に合わせる意図があるそうです。こ
の秋季入学がメインになってくると日本の4月の雰囲気も変わっ
てくるのかなと感じています。先月の25日からベッキーが私の
家にホームステイしています。長らく年寄り二人だけの家だっ
たのですがとても賑やかな感じになりました。ベッキーはとて
も優秀で高校二年生なのですが、飛び級で今年の9月から大学に
入学するそうです。
日本の教育もこの秋季入学導入にともなって国際化に一歩ず
つ進んでいくのかも知れません。日本の会社も海外にたくさん
事業展開していますが、海外に行ったから成功という訳ではな
く人によっては出た分だけ戻ってくるという人もいます。単に
言葉だけの問題ではないんですね。日本も少子高齢化で外国と
の付き合い日本の国内に受け入れという事が進んでくると思い
ます。アメリカではアメリカ国内なのに言葉が通じない事が多
々あるそうです。そういった面で言いますと日本は統一された
言葉があるのでとても恵まれているのかなと思います。今朝の
新聞に高校生の海外留学を希望するアンケートが載っていまし
たが、日本の高校生はあまり留学希望する人は他の先進国に比
べて少ないようです。留学希望者が少ない理由としてはやはり
日本が居心地のいいからだそうです。今月もよろしくお願いい
たします。
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関口和夫幹事
◆第五グループゴルフ表彰式参加のお願いという
ことで、ゴルフに参加されない方も4月12日15
時15分から上尾ロータリークラブの例会を兼ね
ましての表彰式がございます。皆様のご参加よ
ろしくお願いいたします。
◆地区ロータリー情報委員会情報研究会RI会長田
中作次氏を支援する交流会ということで前回も
お話しました。パスト会長の方にご出席をお願
いしたいとご案内が届いています。5月21日（
月）ラフレさいたまにて14：30から開催します
。またご案内に関しては事務局からもう一度お
送りいたします。
◆ペットボトルキャップ回収事業の途中集計が届
いています。上尾ロータリークラブとしては
170kgの回収を行なっています。今後もご協力
よろしくお願いいたします。
◆本日、八潮ロータリークラブよりRI会長田中作
次様の就任ご挨拶のキャラバンを行う予定でし
たが、八潮ロータリークラブ会長村田信一郎様
が急逝されまして本日延期となりました。謹ん
でお悔やみ申し上げます。
◆5月27日（日）に鴻巣水曜ロータリークラブで
ふれあい鴻巣ウォーキングがございます。まだ
参加出来る方募集しておりますので、ご希望の
方は事務局までご連絡下さい。

委員長報告

当クラブからは17名のご参加をいただいておりま
す。心から御礼を申し上げます。当日の運営につ
いて是非お力添えをよろしくお願いしたいと思い
ます。
またIMについてですが、IMの報告書がいま印刷
にかかっておりまして4月20日以降に皆様のお手
元に配布出来るよう手配をしております。よろし
第五グループゴルフ実行委員長 細野宏道委員長
来週のゴルフについ
て説明させていただき
ます。本日第五グルー
プゴルフ大会のご案内
をお配りしております
。来週は上尾ロータリ
ークラブの振替例会となっております。ゴルフに
ついてですが上尾ロータリークラブが主幹となっ
て全員で84名のご参加が決まっております。参加
される方には組み合わせを配布しております。そ
して組み合わせのスタート時点に関わらず上尾ロ
ータリークラブのメンバーでゴルフに参加される
方は午前7時に大宮ゴルフコースにご集合いただ
き受付やお迎えをお願いしたいと思います。また
先ほども申し上げましたが例会ということでゴル
フに参加されない方も上尾ロータリークラブの例
会を開催いたしますので、15時を目処に大宮ゴル
フコースに来ていただきたいと思います。
15時45分から表彰式等を行いたいと思います。よ
ろしくお願いいたします。

社会奉仕委員会 齋藤哲雄委員長

尾花正明ガバナー補佐
先ほど幹事からお話
がありましたが、次週
の例会は振替というこ
とで第五グループのチ
ャリティゴルフコンペ
となっております。上
尾クラブの皆様には大変なお力添えをいただきま
して誠にありがとうございます。後ほど細野実行
委員長からお話があると思います。

本日、献血活動を行
なっております。16時
まで皆様には当番をお
願いしております。本
日の目標は70名となっ
ておりまして午前中で
20名ということで少し厳しい状況ですが、是非皆
様のお知り合いの方に献血のご協力のお声掛けを
お願いしたいと思います。この1〜2週間は天候が
悪く予定通りの活動が出来なかったそうです。

AGEO ROTARY CLUB
本日は予定通り活動したいと赤十字様の方からお
話がありました。皆様のご協力よろしくお願いい
たします。

ゲスト挨拶
青少年交換留学生ベッキー
皆さんこんにちは、
現在学校は春休みに入
って私は名取会長の家
にホームステイしてい
ます。上尾高校にたく
さんの友達ができて日
本の生活を楽しんでいます。ありがとうございま
す。

カウンセラー 大塚信郎会員
私はベッキーのカウ
ンセラーをやっており
ます。3月25日にベッキ
ーを名取会長にお預け
しニノを大塚崇行会員
にお預けしました。ま
た5月の連休中や春休み中に時間がありましたら
声を掛けて何か誘っていただけたらと思います。

卓話
竹内勝彦会員
皆さんこんにちは、
この上尾ロータリーク
ラブで卓話をするのも
すごく久しぶりな気が
します。私は地区のお
手伝いのほうもやって
おりましてなんだかんだでもう4年務めておりお
ます。
本年度は地区の職業奉仕部門の職業奉仕委員長
をやっておりまして10月の卓話月間で他のクラブ
に赴き卓話をさせていただいております。本年度
の職業奉仕部門は決議23‑34号について取り上げ
ています。

ご紹介した中で第1項が重要となっておりまして
一昨年の規定審議会で10‑182という決議案で第1
項目が哲学という風に定義されました。どういっ
た内容かと言いますと「ロータリーの第1項は利
己と利他の調和を目的とする人生の哲学である」
とあります。これは超我の奉仕であったりもっと
も奉仕する者もっとも多く報いられるという実践
の倫理原則を言っています。これはロータリーの
奉仕の哲学とするように規定審議会で決議されて
いますのでずっとこれからも残っていく大事な物
だと思います。
職業奉仕というのは手続き要覧の職業奉仕に関
する声明という中に「自己の職業またはロータリ
アンの携わる職業のみならずあらゆる有用な職業
の社会に対する価値を認めること」「自己の職業
上の手腕を社会の問題やニーズに役立てること」
と書かれています。
本日は職業奉仕のお話となっておりますので、
私の仕事に関係したお役に立てるお話をしたいと
思います。4月から電気料金値上げとなっていま
すので省エネに関するお話をしたいと思います。
家庭をメインに節電のお話をさせていただきます

スマイル

３０,０００円

■名取会長 献血ご苦労様です。竹内さん卓話ありがとうございます。
■関口幹事 献血お疲れ様です。卓話ありがとうございます。
■齋藤(博)副幹事 竹内さん卓話ありがとうございます。
■齋藤(哲)会員 誕生祝いありがとうございます。献血のご協力ありがと
うございます。
■大塚PG 竹内さん卓話ありがとうございます

これを理論の基礎として勉強会をしています。実
践編として先日のセミナーを行いました。法政大
学大学院の教授坂本光司教授の書いた本で「日本
でいちばん大切にしたい会社」と有名な本があり
ましてその本を取り上げて卓話をさせていただき
ました。本日はお配りした資料を元に決議23‑34
号を簡単に説明したいと思います。
まず決議23‑34号の23というのは1923年の事を
指しています。そして1923年の34号議案というこ
とで決議23‑34号となっております。この決議案
の私達ロータリーアンにとって大変重要な決議案
なので知っていただきたいと思います。当時のセ
ントルイスで行われた決議案です。当時のタイト
ルは「綱領に基づく諸活動に関するロータリーの
方針」というタイトルでした。いまらか90年も前
の物がいまだに残っているロータリーの哲学的な
部分と言えます。これは全部で6つの項目となっ
ていて第1項から第5項には総論が書かれています
。そして第6項は各論が細かくまとめられている
物です。何故、この決議が社会奉仕に載っている
のかという疑問があると思いますが、当時はロー
タリーの活動をそれぞれクラブ奉仕、職業奉仕な
ど分類がされていませんでした。細かく分類され
たのは1926年になります。
その時にタイトルも「社会奉仕に関する方針」
と変更になっています。1927年には委員会を3つ
に分けてクラブ奉仕、職業奉仕、社会奉仕に分類
されています。国際奉仕は1928年に追加され4大
奉仕となりました。決議案が先に出て分類が後回
しになったため今は社会奉仕の分類に入っていま
す。しかし内容は職業奉仕そのものです。それで
はまず第1項ですがおおまかには人生哲学、思想
、超我の奉仕の哲学などが書かれています。第2
項はロータリークラブとは何かという内容です。
第3項は国際ロータリーについて書かれています
。第4項はロータリーの奉仕はどういう物なのか
書かれています。第5項はクラブと国際ロータリ
ーの関係が書かれています。第6項には各論の諸
条件などが書かれています。

とまずはエアコンがかなり電力を消費します。そ
して2番目に照明がきます照明に関しては毎日使
う物なので節電の3つのポイントをご紹介いたし
ます。1つめは効率のよいランプを選びましょう
最近ですとLED型ランプそれから電球型蛍光灯が
お勧めです。2つめは便利な機能を活用すること
で主に人感センサーやタイマーなどが挙げられま
す。3つめは効率のよい照明器具に変える事です
。蛍光灯であればHFという高周波蛍光灯やLED電
球が挙げられます。
効率のよいランプに交換するときの明るさの目
安ですが、昔はLED電球もワット数表示だったの
ですが初期に買われた方は分かると思いますが、
思った以上に暗く感じたと思います。60ワット相
当なのに全然明るくないと感じた方もいらっしゃ
ると思います。こういった事を踏まえメーカーや
電球工業会は表現の仕方を変えまして今ではルー
メンという形で表現しています。
電球型LEDランプは寿命長いので天井の高い所
とか使用していただくと良いと思います。またつ
けた瞬間から明るいのがLED型電球ですのでトイ
レ、洗面台とかに向いています。それに対して電
球型蛍光ランプは100ワットまであります。特徴
としては指向性が縦横にあるのでペンダント、シ
ャンデリア、ブラケットなどに向いています。最
近照明学会でよく言われているのがタスクアンビ
エント照明と言いまして部屋全体は欧米風に明る
くせず必要な所だけ明るくすれば十分じゃないか
という発想になってきています。本日は照明に関
する分かりやすい資料がありましたので照明のお
話をさせていただきました。ご清聴ありがとうご
ざいました。

■尾花会員 第五グループゴルフコンペご協力よろしくお願いします。
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■竹内会員 本日はありがとうございました。
■細野会員 竹内さんありがとうございます。ゴルフよろしく
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