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ロータリーを実践し みんなに豊かな人生を

第２538回 例会

会長あいさつ
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関口 和夫会長

皆さん、こんにちは。会長挨拶をさせて頂きます。
今週は、4月15日にさいたま市民会館うらわで国際奉仕部門セミナー
週 報 Ｎｏ．1993
に齋藤幹事と出席しました。当クラブからは、大塚パストガバナーと
大木パスト会長が参加されていました。国際奉仕事業を積極的に推進
発 行 ２０１4年 4月 24日
するクラブとして、感謝状を頂きました。また、
会 長
関口 和夫
安倍総理の奥様でいらしゃる安倍昭恵様の特別
幹 事
齋藤 哲雄
講演がありました。大変気さくな方でした。昨
副会長
齋藤 博重
日は、4月からの米山奨学生 朴 秀昡（パク・
副幹事
久保田 勲
スヒョン）さんと顔合わせを、カウンセラーの
編集責任者・
大塚パストガバナーご夫妻と、齋藤幹事でしま
クラブ広報委員長
野瀬 将正
した。聖学院大学人文科学部日本文化専攻の4
年生で、歌舞伎を研究テーマとしているそうで
す。4月24日の夜間例会には、出席しますので、
よろしくお願いします。
今日は5月14日に講演会をして頂く、ポール・コールマン氏について
話したいと思います。ポール氏は作家、環境活動家、国連ピース・メ
ッセンジャー・イニシアチブ「カルチャー・オブ・ピース」大使を務
めています。1954年にイギリスのマンチェスターに生まれました。
1988年に地球環境保護の為に人生を捧げることを決意して、1990年
以来、自然環境と平和の大切さを人々に伝えながら、世界中を歩いて
、木を植えています。これまでに歩いた国は、39か国、約47,000キロ
を歩き、多くの人々の手によって、約1,130万本以上の木が植えられて
います。2004年には、ダライ・ラマが受賞した「ハート・オブ・ヒュ
5月 1日 卓話 北村 保会員
ーマニティー」を受賞しています。2009年から、妻と共に、南米チリ
「新会員卓話」
のパタゴニア地方に住み、「持続可能なライフスタイルを作るプロジ
5月 8日 卓話 陸上自衛隊
ェクト」に従事しています。妻の木乃実さんが書籍「木を植える男
大宮駐屯地
ポール・コールマン」を角川書店より出版しています。また、木乃実
司令 今浦陸将補 様
さんは世界のへき地で持続可能な発展に貢献する女性たちに与えられ
5月 14日 卓話 ポール・コールマン様 る「ルーラル・ウーマン・クリエイティビティー・アワード」を受賞
「木を植える人」
しています。2012年に、持続可能なプロジェクトに与えられる「ワイ
5月 22日 クラブフォーラム④
ザード・アースデイ・リビング・アワード」を受賞しています。1990
「次年度計画について」
〜92年に「地球サミットへの旅」としてカナダ〜アメリカ、南米への
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12,000キロ。1994〜95年「サラエヴォへの旅」
7,000キロ。2000〜04年「中国への旅」15,000キ
ロ。2004年には「広島・長崎への平和記念ウォー
キング」1,200キロなどがあります。今回は、上尾
市を出発点として福島まで歩きます。上尾市では5
月10日に上尾文化センターでの講演会、小学校、中
学校での講演及び植樹を予定しています。皆さんも、
ご協力をよろしくお願いします。
以上をもちまして、会長挨拶とさせて頂きます。
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委員長報告
ホビー活動委員会

深澤圭司委員長

皆さんこんにちは。先
程、幹事報告にもありま
した通り、４月22日に上
尾ロータリークラブ第1
回ゴルフコンペを開催い
たします。場所は鴻巣カ
ントリークラブです。よろしくお願いいたします。
地区青少年交換委員会

哲雄幹事

◆お手元の資料の中に、
先日ご挨拶をいただいた
新入会員のご紹介で、北
村保さんのプロフィール
が入っています。北村会
員には５月の第1例会で
卓話をしていただきます。よろしくお願いいたします。
◆4月10日に行われた理事会の議事録が理事の方に
届いているかと思います。ご確認のほどよろしくお
願いいたします。
◆議事録にも記しましたが、４月９日に自宅静養中
の岡野晴光会員のもとにお見舞いに行ってまいりま
した。順調に回復しているようですが、例会への参
加までにはもう少し時間がかかるようです。
◆4月16日、次年度の会長幹事会が行われ、会長予
定の齋藤博重副会長と幹事予定の久保田勲副幹事に
出席していただきました。
◆4月18日、次年度の地区研修・協議会が行われま
す。対象者は参加のほどお願い申し上げます。
◆4月22日、第1回上尾ＲＣのゴルフコンペが行わ
れます。よろしくお願いいたします。
◆4月22日、女性会員・新会員の集いが大宮ラフォ
ーレ清水園で行われます。こちらには関口会長、私
齋藤と、長沼会員が参加予定です。
◆上尾北ＲＣの中村セイジパスト会長さんのお父様
のトシオ様が４月１５日に他界されました。お通夜
が21日、告別式が22日に、上尾伊奈斎場つつじ苑
で行われるということですので、おつきあいのあっ
た方はご参列のほどお願い申し上げます。
以上、幹事報告とさせていただきます。

大塚崇行委員

本日の『ガバナー月信』
が皆様に配られたと思い
ますが、その４・５ペー
ジに、私が２月・３月に
留学生を連れて行ってき
たスキーツアーと広島・
京都ツアーの報告が掲載されています。少しお話を
させていただくとスキーツアーは２月14・15・16
日の３日間の予定で行ったのですが、大雪に見舞わ
れまして、スキー自体は楽しかったのですが、新幹
線も高速道路もすべて止まってしまって帰ってこよ
うにも帰ってこられず、１日延泊して、バスで帰っ
てくるというたいへんな思いをしました。留学生た
ちにとっては雪での延泊も楽しかったようでした。
広島・京都ツアーは、宮島と原爆ドーム、広島平和
記念公園、京都・奈良の日本建築の名勝を巡ってき
まして、留学生にとって日本での最大のイベントで
した。
来年は島村直前会長のお嬢さんがアメリカのフロ
リダへ留学されるということで、こちらへはフロリ
ダから男の子が来る予定です。よろしくお願いいた
します。
親睦活動委員会

古賀昇委員長

ご案内が遅れておりまし
た、オーストラリア・シドニ
ーでの世界大会の募集を
させていただきたいと思い
ます。基本的には5月28日
からシドニーとタスマニア
へ行くというプランをたてていますが、時間がない方の
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後に発表していただきたいと思います。会員増強につい
てディスカッションの参考として、私が入会した2001年
から2005年まで５年間の年度計画書を持参しました。
たとえば2001年には５６名の会員がいて、5年間でいち
ばん多いときには６１名のメンバーがいたんですね。元
メンバーについてや、息子さんについてなど、
ご存じのこ
とがありましたら会員増強の参考にしたいと思いますの
で、
まずはディスカッションをお願いいたします。

ために、5月30日からのシドニーにみの参加プランも作
っています。お問い合わせをいただければツアーの詳細
をご案内させていただきますので、
よろしくご参加のほ
どお願い申し上げます。
久保田 勲 副幹事
幹事報告にもありました
ように、
４月18日には次年
度の地区研修・協議会が
行われます。参加予定者は
よろしくお願いいたします。
また４月16日の次年度会
長幹事会の中で、鴻巣水曜ＲＣの方から４月26日（土）
に「ふれあい鴻巣ウォーキング」
という毎年行っている事
業を案内いただきました。今年は市制施行60周年とい
うことで、ぜひご参加いただきたいとのことでした。
よろ
しくお願いいたします。

例会主題
会員増強維持委員会

会員選考委員会

建委員長

先程大塚委員長からのお話しにもありましたが、私は
入会して30年近くになるのですが、世界のロータリアン
の人数は、
『ロータリーの友』によると昔は130万人でそ
の中で日本人はいちばん多くて13万人でした。それが
今では日本のロータリアンは９万人に減ってしまってい
ます。上尾ＲＣでも最多で70名近く会員がいて、銀行の
上のフロアで行った例会場が人数の割には狭かったと
記憶しています。それから思うと現在３６名ですから、半
分近くになっているのだなということです。何もしないと
組織というのは意識がさがっていくのが普通だと思いま
して、
どんな組織でも増強活動をしないと先細りになっ
ていくのではないかなと思います。各テーブルで今後の
ためにぜひ話しあっていただければと思います。
どうぞ
よろしくお願いいたします。

卓話
大塚崇行委員長

本日は会員増強維持の卓話というかグループディス
カッションのようなことをさせていただく旨のご依頼を
受けています。現状についてお話しさせていただきます
と、今年度は会員増強についてのレポートが会長と会員
増強維持委員長のもとに毎週届いています。それを見る
と４月11日現在で１９０名の新会員が国際ロータリー
第２７７０地区に入会してきています。各クラブが、今年
度の目標をあげていて、その合計が３１９名としていま
したので、達成率は５９．
６％となっているようです。会員
増強が多いクラブでは、目立つところでは、蓮田ＲＣさん
が１４名、大宮ＲＣさんが１０名、上尾西ＲＣさんと浦和
北ＲＣが７名ずつとなっていて凄いなと感じています。
当クラブでは、私の会長年度には会員増強のチラシを
作っていて、会う人ごとに渡していた記憶があり、皆様の
ご協力のおかげで４名の新入会員に入会していただき
ました。その後なかなか人数が増えていないようですが
、やはり人数が増えないとクラブの活性化ができないと
身に沁みてわかっていますので、今年度、そして来年度
に向けて皆様にご協力をいただきながら会員増強をし
ていかなければならないというところです。本日は５つ
のテーブルに席が分かれていますので、会員増強につ
いてテーブルごとにディスカッションしていただいて最

スマイル

富永

富永委員長、大塚崇行委員長、
ありがとうございました。
皆様も、
有意義なディスカッション
お疲れ様でした！！

２９,０００円

■関口会長：卓話ありがとうございます。

■齋藤博重副会長：会員増強よろしくお願いします。

■齋藤哲雄幹事：本日31回目の結婚記念日を迎えお花を頂きました。
ありがとうございます。

■久保田副幹事：4月18日、地区研修協議会よろしくお願い致します。
■武重会員：卓話ありがとう。

■大塚信郎会員：卓話ありがとうございます。
■富永会員：会員増強よろしくお願いします。
■齋藤重美会員：卓話感謝。

■井上会員：卓話ありがとうございます。

■村岡会員：大塚委員長、富永委員長、卓話ありがとうございました。
■萩原会員：卓話ありがとうございます。

■大木会員：大塚さん、富永さん、卓話ありがとうございます。
■細野会員：卓話ありがとうございます。
■名取会員：卓話ありがとうございます。

■大塚崇行会員：会員増強にご協力をお願い致します。
■島村会員：卓話ありがとうございます。

■深澤会員：4月22日、第１回上尾RCゴルフコンペ、宜しくお願い致します。
卓話ありがとうございます。

■藤村会員：卓話ありがとうございました。

■樋口会員：大塚会員増強委員長、
ありがとうございます！
■野瀬会員：本日もよろしくお願いします。
■古賀会員：卓話ありがとうございます。
■長沼会員：卓話ありがとうございます。

■斎藤修弘会員：大塚さん、富永さん、卓話ありがとうございます。
■北村会員：卓話有難うございました。
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