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関口 和夫会長

皆さん、こんにちは。私は、上尾ロータリークラブ第53代会長を務
めさせて頂きます。関口和夫でございます。どうぞよろしく、お願い
致します。会長バッチをまた襟につけることに、光栄に感じていると
ころでございます。
本日は、初例会を迎えるにあたり国際ロータリー第2770地区第5グ
ループガバナー補佐大國博様、同ガバナー補佐幹事那須敬明様、大宮
中央ロータリークラブ会長佐野巌様、副会長坂仁視様、副会長小沼岳
司様、パスト会長阿由葉晃市様、パスト会長林正憲様、パスト会長品
川喜久郎様、パスト会長熊木広光様また大宮中央ロータリークラブの
多くの皆様のご出席を頂き，誠に光栄でございます。昨日は、上尾市
長に表敬訪問に行ってまいりました。藤村幹事と長沼会員も同行致し
ました。市長の本年度の活動方針につて、説明させて頂きました。ま
た、夜には、島村パスト会長の御嬢さんの江里香さんが青少年交換留
学を終えて帰国されました。齋藤直前会長、久保田副会長、齋藤哲雄
会員と成田空港に迎えに行ってまいりました。元気に帰国されて、留
学の報告が楽しみです。今年度の私のロータリーライフは、7月1日よ
り、6月30日の最終例会まで1年間活動できます。充実した、1年にし
たいと思います。また、S.A.A.斎藤修弘会員は新婚旅行中です、幸せ
な楽しい旅行となっています。本日は、副S.A.A.門崎会員は初めて司
会進行となります、どうぞよろしくお願いします。
K.R.ラビンドラン会長は、2015-2016国際ロータリーのテーマ「世
界へのプレゼントになろう」“Be a gift to the world”を掲げています。
ＲＩ会長は、インドの著名な詩人ラビンドラナート・タゴールの言葉
に、「楽器の弦の張替えばかりしていて、肝心な歌を歌わずに、毎日
過ごしています」があります。人生は1度のチャンスです。演奏しまし
ょう。ロータリーはポリオの無い世界を子供達にプレゼントします。
“Be a gift to the world”（「世界へのプレゼントになろう」）、We
are a gift to the word.自分自身を捧げましょう、暖かい手、思いやり
を差し伸べましょう。人のために何かをする時は、全知全霊をかけて
やりましょうと述べています。giftをプレゼントと訳されていますが、
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◆2014-15年度ガバナー濱野様からお礼の文書が届
いています。
◆2015-16年度、井原實ガバナーからよろしくお願いし
ますと挨拶が届いています。
◆RID2770地区 井原實年度がスタートしたと、埼玉
新聞の１ページを使ってＰＲが掲載されています。認知
症については、私は認知症サポート医ですので、なんと
かロータリーとともにがんばっていければと思います。
◆会費の納入をお願いします。
◆奉仕プロジェクトセミナーが8月1日、12:30〜 越谷
サンシティホールで開催されます。対象の方はどうぞよ
ろしくお願いいたします。
◆予算の関係ですが、前年度、パーカー君への出費が
かさみ繰越金が少なくなっております。各委員会の予算
が縮小ぎみになりますのでご協力のほどお願い申し上
げます。
◆配布された年度計画書のチェックをお願いします。

プレゼントには形の有るものを贈ると言う意味合い
が強く、giftには形の有るもの、形の無いものを贈
る意味合いが強いようです。上尾ロータリークラブ
も、ＲＩのテーマをクラブ中で、そして会員一人ひ
とりの活動の中で実践してまいります。
第2770地区井原實ガバナーの地区活動方針「ロ
ータリーは奉仕を通じて、人づくり、自分作り」、
地区運営方針「ロータリーを学ぼう、そして楽しも
う」のもとに活動に取り組みます。
そして、ＲＩの本年度の必須項目「会員増強と維
持」「ロータリー財団へ寄付」「オンラインツール
の利用」「人道的奉仕」を進めてまいります。
本年度のテーマと致しまして、
１. ポリオ撲滅への支援と財団目標の達成
２. 会員増強の推進
３. 国際奉仕、青少年奉仕活動の実践
４. 公共イメージと認知度の向上を目指して、新
しいロゴやデザインの使用
５. 出席率の向上
６. 情報の共有化、My Rotaryの活用
７. 研修プログラムの充実
８. 第２７７０地区及び第５グループの運営に協力
以上8点を掲げさせて頂いております。
特に、会員増強につきましては重点項目として取り
組んでまいります。
また、本日は大塚パストガバナーよりロータリー
財団へ、吉川パスト会長より米山記念奨学会へのご
寄付を頂きました。ありがとうございます。
2年前は、大宮中央ロータリークラブの初例会が
会長としての初めての挨拶でした。今回、会長とし
て挨拶出来ることに嬉しさを感じることができるこ
とにロータリークラブは人間を成長させてくれるこ
とを感じています。以上をもちまして、会長挨拶と
させて頂きます。本日はありがとうございました。
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委員長報告
ロータリ財団委員会 齋藤 博重委員長
早速、大塚信郎パストガ
バナーから年次寄付を
1,000ドル頂きました。あり
がとうございます。皆さまの
寄付もよろしくお願いいた
します。
米山記念奨学委員会 富永 建委員長
こちらも早速、大塚信郎
パストガバナーから10万円
、吉川パスト会長から10万
円いただきました。10/15
の公式訪問までには目標
を達成したいと思います。
前年度 親睦活動委員会 樋口 雅之委員長
先週、最終例会を開催さ
せていただくことができま
した。ありがとうございまし
た

幹事

今年度一年間幹事を務
めさせていただきます。関
口会長の方針の下、縁の下
の力持ちとしてご協力でき
たらと思います。皆さまよろ
しくお願いいたします。
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前 年 度 会 長 幹 事 にお 礼

1年間お疲れ様でした！

ビ ジター ゲ ストあいさつ
大宮中央ロータリクラブ 会長 佐野 巌様
関口会長、藤村幹事、初
例会おめでとうございます。
上尾クラブさんとは交流を
深めていまして、特に昨年
度は東日本大震災復興支
援事業としてたいへんお世
話になりました。
これからもかわることなく友情クラブと
してご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

例会主題

卓話

RID2770地区 第５Ｇ ガバナー補佐 大國博様
本日は伝統ある上尾ＲＣ
を表敬訪問させていただき
ました。2015-16年度ガバ
ナー補佐、上尾北ＲＣ所属
の大國博です。クラブでの
職業分類は建物管理業で
す。
先月19日、第３回ガバナー補佐会議があり、私は井
原ガバナーに「新年度を迎えるにあたり、クラブを表敬

訪問する時に何を話したらよいか」
と質問したところ、井
原ガバナーからは「ガバナー補佐の仕事などについて、
自分で感じた言葉で話してください」
とアドバイスをいた
だきました。ガバナー補佐の仕事は大きくわけて２つあ
ります。
１つはクラブを支援することで、
もう１つはガバナ
ーの仕事の補佐です。幸い関口会長は充分クラブ会長
の責務を認識されていると存じますが、大塚信郎研修リ
ーダーの言葉をお借りすれば、第一に「会長は、地域の
人々が仲間になりたくなるような奉仕活動・広報を率先
してください」、第２に「会長として常に新しいアイデアを
提案してください」、第３に会員に欠席すると損をしたよ
うな気持にさせる会合・奉仕活動を率先してください」、
第４に「メーキャップにいらしたロータリアンが再度訪
問したくなるような例会になるようにプログラム委員会
をリードしてください」。会長のリーダーシップとは率先
垂範であり、相手の立場を尊重しながら周到な準備と
丁寧な話し合いの中から適切な答えを見つけ出し円滑
なクラブ運営をはかることですと語ってくださっています。
関口会長さんが、上尾クラブが元気で活性化したクラ
ブになるようリーダーシップを発揮して先頭に立って会
員を引っ張っていってください。
次に井原ガバナーの公式訪問ですが、上尾ＲＣは本
年10月15日に決定していますので、訪問１週間前にク
ラブ協議会を開催していただき、ガバナー訪問前の打
合せをさせていただき、有意義なガバナー訪問を実現
させたいと考えています。
次にロータリーでは公共イメージと認知度の向上を
はかるということで、ロータリーも進化していて、今年度
ＲＩ会長賞の必須項目として少なくとも１５項目があり、
クラブ目標をロータリークラブセントラルに入力すると
言う内容があります。ロータリークラブセントラルとは、
従来の報告書類をデータベースに入力することによっ
て実績を報告できます。クラブ会長、幹事、各委員長はク
ラブにおける進捗を定期的に確認することができますし
、将来のクラブ活動計画の作成にも有用となります。第
５Ｇのクラブはまだ入力状況が不完全でありますので、
理解してもらい完全なものにしてもらいたいものです。
またMy Rotaryへのアカウント登録は世界的にも進
捗度は遅れていますが、地区でもMy Rotaryの推進者
の育成を進めるべく努力していますので、クラブ内の推
進をお願いします。
クラブレベルを超えたロータリーで奉仕できる指導
者を育成することですが、前年度に各クラブ研修リーダ
ーを任命し、前年度６月に第１回目のセミナーが実施さ

れ、上尾RCさんは尾花パストガバナー補佐が出席され
ていらっしゃいましたが、
この研修にふさわしい見識を
聞かせていただき、第５Ｇを代表する指導者としてぜひ
今後も活躍していただければと思いました。
ガバナーを補佐する責務として地区目標の決定があ
りますが、地区目標は先程関口会長が仰った通りです。
具体的な数値目標として会員数は3,000名、出席率90
％を目標にメーキャップを活用する、財団の寄付額は１
人あたり年次基金200ドル＋ポリオプラス50ドル、
１ク
ラブあたりベネファクターをもたないクラブは１名をお
願いする、米山寄付額は25,000円をお願いする、
となり
ます。
これから各部門のセミナーが続きます。
また地区にも
たくさんの委員さんが輩出されていますのでよろしくお
願いいたします。
それから社会奉仕委員会が進めているポリオプラス
寄付のためのペットボトルキャップ回収ですが、昨年は
NPOの問題があってトーンダウンしましたけれど、ロー
タリーでの運動は全額ポリオへの寄付にあてられてい
ますので、第５Ｇは残念ながらRID2770地区ではあま
り芳しくなかったので、ぜひ力を入れて取り組んでいた
だければと思います。
地区の行事としては、今年度地区記念ゴルフは10月
19日（月）プレステージカントリークラブで開催されます。
参加の協力をよろしくお願いいたします。地区大会は11
月14日浦和ロイヤルパインズホテル・15日さいたま市

文化センターで開催されますので15日は全員協力でお
願いします。2016年5月28日〜6月1日、
ソウルにて国際
大会が開催されますが日本からは1万名、2770地区で
は500名、第５Gでは100名と目標がありますのでぜひ
上尾クラブさんでもたくさんの会員さんの登録をお願い
します。第５ＧのＩＭは2016年2月28日（日）、上尾市文
化センターで計画しています。準備等はこれからですが
上尾クラブさんは全員出席でよろしくお願いいたします。
ロータリーの例会出席は癖だと言われています。同じ
ように欠席も癖だと思います。なぜだかわからないけれ
ども出席しないと気分がよくないという癖をつけてしま
うことが大事です。井原年度も出席率向上のためにグル
ープ内のメーキャップの推奨、そして楽しい例会という
ことで合同例会も計画されています。
１年間、ガバナーと
私とクラブ会員の皆様とのつなぎ役を心掛けていきま
すので関口会長、藤村幹事、役員の皆様のご支援をよろ
しくお願いいたします。

7/1 当クラブ名誉会員 島村穰市長に表敬訪問

7/1 青少年交換留学生 島村江里香さんが帰国しました

関口会長／久保田副会長／藤村幹事／樋口副幹事／武重会員／岡野会員／
大塚信郎会員／吉川会員／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／齋藤博重会員／齋藤哲雄会員／須田会員／
野瀬会員／宇多村会員／長沼会員／北村会員／門崎会員／坂本会員
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例会日 毎週木曜日 12：30〜13：30
事務所 〒362-0035 埼玉県上尾市仲町1-8-31 新和エクセルビル303
例会場 東武バンケットホール４F（ポリアス） ＴＥＬ 048-775-7788 ／ FAX 048-776-9799
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大國ガバナー補佐、那須ガバナー補佐幹事
大宮中央ロータリクラブの皆様

ｏｔａｒｙ
ｏＲ

スマイル

