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ロータリーに輝きを

会長あいさつ
　皆さん、こんにちは。本日は、来週のガバナー公式訪問の準備とい
うことで国際ロータリー第２７７０地区第５グループガバナー補佐で
あります小　様そして補佐幹事の堀口様にお越し頂きました。日頃よ
り色々とお気遣いを頂きまして有難う御座います。そして米山記念奨
学生の朴さんようこそおいで頂きました。
　さて、台風18号のよりまして６日に予定されておりました地区ゴル
フコンペが中止になりました。前日に中止にされた判断は正解であっ
たと思いますが、参加を予定して頂いておりました大塚さん、尾花さ
ん、細野さん、宇多村さん、久保田さんにはご迷惑をお掛けしました。
特に、細野パスト会長におかれまして東松山のクラブ選手権の予選の
翌日にも関わらずエントリーして頂いておりました。無事に予選も通
過されたといことで、おめでとうございます。今年は是非チャンピオ
ンになって頂きたいと思います。陰ながら応援をしております。
　昨夜は、皆既月食が３年ぶりに見ることが出来るチャンスだったそ
うですが、見られた方はいらっしゃいますか。皆既月食とは、満月が
地球の影の中完全に入り込む状態を言うそうです。流れ的には、満月
がしだいに欠け始める「部分月食」から「皆既月食」となりまた「部
分月食」となり「満月」に戻るという流れだそうです。「皆既月食」
の状態は、一時間続くということです。昨夜は、島村パスト会長と一
緒にいまして、島村さんが「月」に興味があることを知りました。し
かし、飲むことを優先して「部分月食」は観ましたが、肝心の「皆既
月食」は観ませんでした。
　また、以前に錦織圭選手の話をさせて頂きましたが、全米オープン
準優勝の後、マレーシアオープンそして楽天ジャパンオープンの連覇
と素晴らしい成績を収めました。本人のコメントでも「全米オープン
で５セットの試合や２週間戦えたことが、強い自信になった。マレー
シアから２週連続で戦えると自分に言い聞かせていた」と言っており
ました。彼の恩師であります松岡修造さんは、こんなことを言ってお
ります。「ミスをすることは悪いことじゃない。それは、上達するた
めには必ず必要なもの。ただし、同じミスはしないこと」。彼の胸に
は、小さいころから直接指導されながら教えられた様々な言葉が今の
原動力になっているのだと思います。連戦ということもあり、肉体的
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出席　　会員数　　３5　　　出席数　　26
欠席　　欠席数　　  9　　　（％）　  74.29
前々回確定　　　　　　　　　欠席数 　  3
修正（％）　 　    91.43 　　   （Ｍ・Ｕ）      8

出席率

図りたいと思います。
　RLIへの積極的な参加を図るということですが、今回
クラブ奉仕委員になってRLIについて考えるようになり、
先日のRLIに、副幹事になった時点で初めて行ってみた
のですが、他のクラブは若い方もいて、3年未満の人の
退会が多いということなら、若い人を起用するのも一つ
の考え方なのかなぁと思います。１回勉強すると自分が
何をやるか見えてくるような気がします。私も副幹事に
なるまでは毎週の卓話をなんとなく聞いているだけでロ
ータリーについての勉強までは及ばなかったので、当ク
ラブも若い人の起用を考えてもいいかなぁと思います。

出席委員会　富永　建委員長
年度目標で10/16と3/19の２回の例会を100%例会に
したいと皆様にお声掛けをさせていただいております。

クラブ広報委員会　長沼大策委員長
ロータリーデーを通してロータリ-クラブの素晴らしさ
を一般の方にも伝え、会員増強に貢献したいと思います。

会員増強委員会　大塚崇行委員長
最重要課題として純増5名と高い目標を掲げており、ま
ずは来週2名の入会式を行います。

ホビー委員会　斎藤修弘委員長
ゴルフと野球を、会員間の親睦の柱としたいと思います。

プログラム委員会　宇多村海児委員長
会員同士の絆を太く・強くしていこうと、『自分史』を会員
に披露していこうということに軸をおいています。

ロータリ-財団委員会　関口和夫委員長
現在、進行状況は65%になっています。今までは特定の
人から寄付をいただくようなことが多かったと思うので、
より多くのメンバーから寄付を得られればと思います。

米山記念奨学委員会　島村 健委員長
実施の目標としては1人25,000円の寄付を掲げていま
す。現状はほぼ100％の達成率で、年内には達成したい
と思います。

スマイルスマイル
小　ガバナー補佐　来週のG公式訪問のご成功をお祈りします。
堀口ガバナー補佐幹事　来週のガバナー公式訪問、独自のカラーで
　　　　　　　　　楽しく迎えましょう！
齋藤博重会長／久保田幹事／齋藤哲雄副会長／藤村副幹事／武重会員／岡野会員／
大塚信郎会員／小林会員／富永会員／齋藤重美会員／井上会員／村岡会員／萩原会員／
尾花会員／大木会員／細野会員／名取会員／大塚崇行会員／島村会員／関口会員／
野瀬会員／宇多村会員／長沼会員／斎藤修弘会員／北村会員

（ホビー委員会　斎藤修弘委員長）
当クラブの野球倶楽部が、10月9日、3年ぶりに再開しま
した。総勢18名という大勢の会員が上平公園の上尾市
民球場に集結。日本全国に存在する各地区のロータリ
ークラブの野球チームが一堂に会する、年に一度の恒
例イベント「全国ロータリークラブ野球大会（甲子園大
会）」に向けて、当クラブでは幅広い世代のロータリアン
が今後練習を重ねていきます。人生においても甲子園球
場でプレーできるチャンスなど滅多にありません。実際
に甲子園球場に立ちたいという理由で入会した方もい
ます。当クラブの野球部の今後の活動に、皆様の温かい
ご声援をいただければ幸いです。　（斎藤修弘委員長筆）

野球倶楽部の練習を再開しました！

AGEO ROTARY CLUB

幹　事　報　告
久保田　勲幹事

委　員　長　報　告

ビジターゲストあいさつ

　◆インターアクト東日本
復興支援募金活動のスケ
ジュールが再変更となり平
成26年11月16日（日）で案
内がきています。こちらは
青少年奉仕委員会　深澤
委員長に参加いただきたいと思います。
◆クラブ研修リーダー研究会の案内がきており、こちら
は尾花クラブ研修委員長、よろしくお願いいたします。
◆齋藤会長からもお話しがありましたが地区ゴルフコン
ペが緊急連絡で中止となりました。参加予定だった方
には申し訳ありませんが、またの機会、よろしくお願いい
たします。
◆次週、ガバナー公式訪問になっています。１００％例
会を目指しておりますので、よろしくお願いいたします。
◆こちらも齋藤会長からお話しあったように、野球部会
の復活いたします。先日私もRLI PartⅡの研修の際に、
以前野球部会があった頃、関東大会で一緒に参加され
た成田コスモポリタンクラブのメンバーにたまたま会い
まして、「野球を復活しますのでよろしくお願いします」と
声をかけました。また当地区第5グループの上尾西RC
にも声をかけまして、ぜひみなさんで野球部会を盛り上
げていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。

米山記念奨学生　　朴　秀昡さん

にも精神的のも相当な付加が掛かっていたと思いま
すが、全米オープンの悔しさをバネに直ぐ結果を残
し、我々には感動をそして、若い世代には希望を与
えてくれたと思います。
　話は変わりまして、現在の上尾市のごみ処理につ
いての話をしたいと思います。現在、私は、「上尾
市廃棄物減量等推進審議会」のメンバーとして委嘱
を受けています。構成メンバーとしては、市議会議
員、区長連合会、環境美化推進連合会、ＰＴＡ連合
会、工業連絡協議会、商店街連合会、商工会議所商
業部会、資源回収事業協同組合、清掃事業協同組合
の方々がいまして、当クラブでは野瀬さん、大木さ
んと私が属しております。どのような話をしている
かと言いますと、上尾市の環境行政担当者よりリサ
イクル関係や家庭ごみ、事業系ごみの処理について
現状報告を頂き、意見交換をする会議です。現状で
は、上尾市内において、家庭ごみのリサイクルにつ
いては大分成果が上がっているようですが、もう少
し推進が必要であるそうです。一方、事業系ごみの
処理量は年々増加していて改善が必要であるという
ことです。私は、仕事柄、各企業やお店の景気とご
みの排出量は比例していると思っています。市内で
も大型のショッピングセンターが増えたり、各店舗
の景気が良くなっていることは、喜ばしいことであ
ると思っています。しかし、市の提案では、処理コ
ストを考えて市民、市内事業者に負担を強いるべく
処理費の値上げを考えております。更に、事業系ご
みについては、ピット検査を行い、可燃ゴミに多少
の紙ごみが入っているだけでも指摘して改善するよ
う呼びかけています。今後、議会審議を経て決定す
るようですが、事業者にとっては大変な負担を強い
られると思います。皆さんの会社でも今一度ごみ処
理について考えて頂ければと思います。
　また、今夜は、久しぶりに野球部会にて野球の練
習会を実施致しますので、多くの皆様の参加をお願
い致します。
　本日は、小　ガバナー補佐より卓話を始め、ご指
導を頂戴いたします。本日も宜しくお願い致します。
有難う御座いました。

　月曜日に川口中央RCに卓話に行ってきました。本日、
齋藤会長がお話しした中に「同じミスを二度してはいけ
ない」と仰っていましたが、私、ひとつ失敗してしまいまし
て、準備していたデータがうまくプロジェクターにつな

　会長幹事からもお話し
ありましたとおり、本日、野
球部会の復活として上尾
市民球場でナイターにて練
習を行います。18:30集合、
19:00開始です。怪我のな
いよう楽しい時間を過ごしたいと思います。よろしくお願
いいたします。

ホビー委員会　斎藤修弘委員長
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クラブ奉仕委員会　藤村　作委員長

卓　話

　先程会長幹事の報告に
もあったように地区ゴルフ
コンペが中止になりました。
延期ではありません。登録
料に関して、個人の登録料
はお返しして、クラブ負担
金は若干検討をしているとことです。というのは賞品を
すでに購入してしまっているので、そのあたりの調整を
しています。次週には結論がでていると思います。その際、
ポリオ撲滅募金された方むけに帽子を多数用意しまし
たので、地区大会の際にできるだけ皆さんにチャリティ
ーで購入していただこうと考えているようです。
　ガバナー公式法門、いよいよ来週、濱野ガバナーが上
尾RCにお見えになるわけです。現在第5Gでは5つのク
ラブで公式訪問が終わりました。非常に好評でございま
す。今までにない素晴らしいクラブ協議会が行われてい
ます。本日これから行うようなリハーサルも非常に効果
があるということです。今年のクラブ協議会は、入会3年
未満の新会員の目線で行いましょうということなんです
ね。昨年約260名の増強をしましたが、年度末の6月30
日には約250名が退会されています。純増は10名少し
です。退会者のうちの２/３が入会３年未満の会員で、退
会理由をアンケート等で聞いてみますと、例会に出席し
てもつまらなかったとか、奉仕プロジェクトのプログラム
について何をしているのかわからなったとか、最終的に
は仲間はずれにされている気がしたなどが挙がりまし
た。ということで、クラブ協議会は新会員にわかりやすく
 

例　会　主　題　

地区 第５G　ガバナー補佐　小　　正之様

クラブ協議会①

がらなくて、１つのテーブル
にみんなで囲んで卓話を
することになってしまいま
した。それが幸いして皆と
仲良くなれた気がしました。
いままで自分が米山記念
奨学生として、果たしてどれだけの資格をもっているの
か不安に思っていましたが、その日をきっかけに、もうち
ょっと米山奨学制度に愛情が生まれました。自分がなぜ
奨学生に選ばれたのか一生懸命考えて、今までは奨学
金をもらう側でしたが、これからは私も与える側になり
たいです、と話しました。その言葉を忘れず、一生懸命が
んばりますのでこれからもよろしくお願いいたします。

説明するよううな気持ちで各委員長は発表していただ
きたく思います。年度計画書を見るのではなく自分の言
葉で、ポイントとしてはPlan Do Seeなんですね。どのよ
うに計画されたか、どのように実行されたか、そして最終
的にどのように効果があったか、この効果が非常に大事
で、効果イコール、ロータリーでは奉仕、濱野ガバナー曰
く「人が喜んでくれることが奉仕なんだ」ということです。
人が喜んでくれるようなことを、どのような形でどのよう
にして行っていくのか、ということを明確に発表していた
だきたいということです。そうすれば新会員の方も非常
によく理解してくれます。これは退会防止にもつながりま
す。先ほど申し上げた250名の退会者のうち、半分でも
くいとめられれば、増強の目標数ももう少し低くなっても
いいのかなということなんですね。
　もう１つ、委員長さんが自分の言葉で発表していただ
くということは、それなりに委員長さんは勉強してこなけ
ればなりません。ということで委員長さんもプログラムに
ついて関心や理解が深まり、ひいてはプログラムの充実
につながるわけです。クラブの名簿を見ましたら入会3
年未満の会員が4名いて、今度2名の入会があって合計
6名の方がいます。この6名の方を中心に協議会を行っ
ていただければと思います。
　それから年度計画書を見て、ロータリーデーについ
て掲載されているのがクラブ広報委員会のみでした。今
年度の最大のポイントで、ロータリーデーを活かした会
員増強が意図されています。他の委員会もぜひロータリ
ーデーを活かしてクラブについてPRしていただけたら
と思っています。
　新会員にもやさしくわかりやすいクラブ協議会を実
践していただければと思います。来週、よろしくお願いい
たします。

　クラブ奉仕委員会とは全体をまとめるような立場で、
各奉仕委員会のフォローアップが重要になってくると思
います。年度計画としてクラブリーダーシップの理解推
進、これはまだほとんど具体的にはできていませんが各
奉仕部門の目標がありますので、その援助を中心に行
っていきたいと思います。
　次の会員相互の交流を図るということですが、野球部
の復活ということで、わがクラブは甲子園にも出場して
いますので、甲子園を目標に活性化をしながら交流を


