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第２646回　例会
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人類に奉仕するロータリー

行事予定
7月21日 クラブフォーラム①
7月28日 納涼例会～屋形船
　　　　 （時間・例会場変更）

　皆さんこんにちは。いよいよ
始まりました、2016～2017年度 
上尾ロータリークラブ第54代会
長を務めさせていただきます久
保田と申します。54年の伝統と
歴史を胸に頑張っていきたいと
思いますのでどうかよろしくお
願い申し上げます。
　本日お越しいただきました、第5グループガバナー補佐 大貫 等様と
グループ幹事の岡村哲也様には、日頃、予定者の段階からご指導いた
だき誠にありがとうございます。そして今年度、同期の会長・幹事と
して大宮中央ＲＣの南会長様、深田幹事様をはじめ多くの会員の皆様
もお越しいただきありがとうございます。大宮中央ＲＣ初例会には大
勢でお訪ねさせていただきました。本年度は合同例会などを通して交
流を深めさせていただきたいと思いますので１年間どうぞよろしくお
願い申し上げます。
　そして米山記念奨学生のチョウドリ・イムルル君、１年間頑張って
ください。クラブ一同で応援しています。
　報告としまして７月２日に最初のセミナーとして越谷コミュニティ
センターポルティコホールにおいて地区広報・会員増強維持部門合同
セミナーが開催され深澤会員増強維持委員長、地区の広報委員として
長沼クラブ広報委員長と３名で参加してきました。グループディスカ
ッション形式で活発に意見が出て初例会前に行うセミナーの位置付に
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2016-2017年度　久保田　勲会長

新旧会長・幹事引継式

会長・幹事の襟ピンバッジと襷が引き継がれました
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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４F（ポリアス）

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
            ＴＥＬ 048-775-7788　／　FAX 048-776-9799　　

出席　　会員数　　３7　　　出席数　　28
欠席　　欠席数　　  9　　　（％）　 75.68

前々回確定　　　　　　　　　欠席数 　  5
修正（％）　 　  86.49 　  　   （Ｍ・Ｕ）     5

出席率

スマイルスマイル
大貫等ガバナー補佐／岡村哲也ガバナー補佐幹事
大宮中央RC　南慎一郎会長／深田将由幹事／阿由葉晃市副会長／山本英一様／岩渕孝男様／泉　英明様／勝野由行様／
　　　　　堀越太志様／林　正憲様／星野時夫様／山田善信様／柏木英太様／倉持正徳様／川西英章様／浅海康行様／
　　　　　品川喜久郎様／徳永誠三様／
久保田会長／藤村副会長／樋口幹事／須田副幹事／大塚信郎会員／吉川会員／小林会員／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／名取会員／大塚崇行会員／島村会員／齋藤博重会員／深澤会員／関口会員／
齋藤哲雄会員／野瀬会員／宇多村会員／長沼会員／斎藤修弘会員／坂本会員／春日会員／芳賀会員

7/5 当クラブ名誉会員 島村穰市長に表敬訪問してきました

たい。３ ロータリー財団設立100周年を記念しいろ
いろなイベントを企画し、また他クラブが開催する
イベントにも参加しましょう。４ 会員増強維持で
は、若い40歳未満の会員や、女性会員を入れてくだ
さい、となっています。５ 地元メディアの協力を
得て、地域にアピールをしてください６ 公共団体
、企業、ＮＰＯ法人とのジョイントを検討してくだ
さい　とうたっています。どうかよろしくお願いい
たします。
　ガバナー補佐の役割としては、浅水ガバナーの意
向を皆様方にお伝えする、また皆様方クラブの現況
をガバナーに伝える橋渡しになっています。ほかに
ガバナー公式訪問時にもガバナーに同行、ＩＭ主催、
会長幹事会で情報交換させていただく、などです。
　地区目標もまた改めてお伝えします。１．財団
100周年記念事業の促進と財団への寄付の増進。２.
ポリオ撲滅の達成。３．会員増強。４．RYLA、イ
ンターアクト、ローターアクト、青少年交換などの
青少年奉仕部門事業にぜひ参加ください。５．ＲＩ
会長賞への挑戦。６．MyRotaryへの登録。７．次

の地区リーダーへの育成をしてください。８．地区
大会や国際大会にぜひ参加ください。
　地区数値目標ですが、１．会員数3,000名。２．
出席率90％以上。３．財団の寄付はポリオ含めて
250ドル、米山は25,000円でお願いします。
　いろいろ述べましたが、私、ガバナー補佐として
２つお願いしたいと思います。１つは、とにかく会
員増強です。２つめは寄付です。財団、米山、とも
に１００％以上をお願いします。
　最後に報告ですが本年度のＩＭは12月2日（金）
午後3時半～、東武バンケット上尾で開催します。
テーマは「人類に奉仕するロータリー」、３部構成
で１部は式典とクラブの奉仕活動の発表。２部は講
演で元オリエンタルランド専務取締役 奥山康夫氏
を招いて「ディズニー流おもてなし術（仮）」。３
部は懇親会で着座形式で行いたいと思います。また
グループゴルフは平成29年4月12日（水）、大宮ゴ
ルフコースで予定しています。以上をもちましてガ
バナー補佐就任挨拶とさせていただきたいと思いま
す。１年間どうぞよろしくお願いいたします。

８０,０００円 1年間、よろしくお願いいたします！
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幹　事　報　告
樋口 雅之幹事

　本年度、幹事を務めさせ
ていただく樋口です。円滑
なクラブ運営と、久保田会
長の補佐として一生懸命
がんばってまいりますので
ご指導ご鞭撻のほど、よろ
しくお願いしたいと思います。
◆年度計画書をお配りしました。年度前の委員長予定
者会議等でご協力いただき完成しました。20頁に役員・
理事及び会務分担表がありますのでご自身の所属を確
認いただき奉仕活動にご協力いただければと思います。
◆「会費納入のお願い」をお配りしましたので期日まで
に納入をお願いします。
◆７月のロータリーレート変更についてです。イギリス
のＥＵ離脱により１ドル＝１０２円になりました。
◆地区の青少年交換委員会よりお願いです。もしも次年
度の青少年交換派遣生からスポンサークラブの依頼が
きたら快くお受けいただきたい、とのことです。
 

り上げよう」ということで魅力あるクラブ作り、現
状を見つめなおして全会員が共通の認識をもって会
員同士、ベテランも新会員も垣根なくこれからのク
ラブをどうしたらいいか、夢を語れるクラブづくり
　これが出発点だと思います。
　私は野球やゴルフを一つのアイテムとして親睦で
和を作り大切にし、奉仕活動を通してお互いに理解
しあう、このことでロータリーの活力が生まれるの
ではないかと思います。そんな和を大切に一年間進
めていきたいと思います。準備段階から私の女房役
である樋口幹事と、そして多くの会員の皆様からご
協力をいただきながらようやくここまでまいりまし
た。これからが本番となります。クラブの活力が育
めるよう微力ではありますが皆様とともにロータリ
ーの基本を勉強し、より魅力あるクラブにしていき
たいと思っております。
　本日お越しのお客様はじめ大宮中央RCの皆様と
先輩諸兄の皆様、事務局員皆様１年間よろしくお願
い申し上げたいと思います。第3グループ大宮中央
RC様のご活躍と全会員のご理解ご支援とご協力を
あらためてお願い申し上げて簡単ではございますが
初例会の会長挨拶にかえさせていただきます。本日
はありがとうございました。

広報・増強維持の大切さを実感してまいりました。
三クラブの代表として深澤委員長が新しい増強の切り
口を発表して頂いたことを報告させていただきます。
　もう一点、本日、付けて頂いている名札になりま
すが、年度計画書を作るに当り非常に厳しい予算組
になっておりますので、私から会長年度の感謝の気
持ちとしてご用意させていただきました。本年度の
増強目標の３名までは責任を持って作らさせていた
だきますのでよろしくお願い致します。
　さて本日は、大変多くの方に応援されてこの舞台
に立たせていただき大変緊張しております。わたく
しは平成17年神田年度に入会させて頂きまして本年
度で10年目。そして本年で50歳になりました。入
会3年目初の委員長がインターアクト委員会で20年
に一度のホスト校が上尾高校ということでインター
アクト年次大会・協議会を担当させていただきまし
た。細野年度には大塚ガバナーが輩出され、地区副
幹事として広報を担当させていただきました。大塚
年度には親睦活動委員長、名取年度には職業奉仕委
員長をして4年ルールに乗って今に至っています。
　初例会ですので、初心を忘れることなく、少し年
度初めのお話しをさせていただきたいと思います。
本年度ジョン・ジャームRI会長はテーマに「人類に
奉仕するロータリー」と掲げております。一つの動
きとしては、協力してくれる団体企業を探しましょ
う。しかもその仲間には同じ立場を持った人を選び
ましょう。同じ立場とは何かというとそれは人類の
為に奉仕したいという気持ちを持っている団体、企
業そういう人たちと手を結んでいきましょう、とい
うことだと思います。
　またクラブの体制をきちんと作りあげてほしいと
４つほど挙げられています。一つは奉仕に積極的に
取り組む体制を作ろう。もう一つは新会員を迎え入
れるような体制をつくりましょう。ということで入
会してしまって終わりではなく新会員を大事にする
ことが重要だと思います。そして活気があるたとえ
ば例会の出席、奉仕活動への参加、そして会員の家
族がどの程度ロータリーに対して理解を示し家族親
睦例会や夜間例会などに参加しているかどうか。そ
して四つ目は４つのテストを真に実践しているよう
なクラブにしてほしい、これがなかなか難しい話で
すがただ唱和しているだけでは意味がない、実践し
て初めて価値がある、そういうことだと思います。
　地区の運営方針も「楽しいロータリークラブを作
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委員長報告

ロータリー米山記念奨学金授与
米山記念奨学生   チョウドリ・イムルル君 

例会主題～卓話
ロータリ-財団委員会　関口 和夫委員長

　本日、大塚パストガバナーより年次寄付金として
1,000ドルを寄付いただきました。たいへんありが
とうございました。これから皆様に寄付のお願いを
させていただきますが円高の機会を利用するなどし
てご協力のほどお願いいたします。

親睦活動委員会　斎藤 修弘委員長
　7月28日に予定している移動例会～屋形船を貸し
切っての納涼例会ですが、本日が申込期限ですので
よろしくお願いいたします。

　私はバングラデシュから
留学で来日しているイムル
ルと申します。バングラデシ
ュといえば先日たいへん悲
しい出来事があり残念に
思っています。私の国に来
ていただいた旅行客がテロで亡くなるということは、絶
対にあってはならないことだと思います。１人のバングラ
デシュ人として、心からお詫びを申し上げます。この事件
を胸に刻み、私も世界平和のために尽くしていこうと思
います。本日は奨学金ありがとうございます。

大宮中央ロータリークラブ 会長　南 慎一郎様 
　本日は初例会、誠におめ
でとうございます。先日上
尾クラブの皆様が大勢お
越しいただき、大宮中央Ｒ
Ｃの初例会が無事に開催
できました。また昨年の30
周年記念でも皆様にお越しいただきありがとうございま
した。本日、上尾クラブさんの初例会に参加して54年目
と聞き、うちの２倍近い歴史のあるクラブなのだなぁと
いうことで、さすがに久保田会長のご挨拶も立派なもの
でした。上尾クラブさんとは兄弟同様のおつきあいをさ
せていただいております。久保田会長と私とで、関係を
いっそう強固なものにし、両クラブをますます発展させ
たいと思います。久保田会長一年間がんばってください。

第５グループ　ガバナー補佐　大貫　等 様
　第５Ｇガバナー補佐を
務める大貫等です。一年
間ガバナー補佐の職責を
全うし、なんとか皆様の
お力になれるようがんば
りたい、そしてまた僭越
ながら皆様方のご支援ご協力を賜りたいと思ってい
ます。上尾クラブは８名のガバナー補佐を輩出され、
また上尾西クラブの親クラブとしても、会員皆様方
にご指導ご鞭撻のほどを賜りたいと思います。よろ
しくお願いいたします。
　本日はガバナー補佐として、ＲＩテーマ、浅水ガ
バナーの地区方針、ガバナー補佐としての役割・お
願いをさせていただきます。
　さてジョン・ジャームＲＩ会長は、私たち会員は
「ロータリーを通じて友人と出会い、地域社会とつ
ながり、目的意識を持ち、人びととの絆を育み、キ
ャリアを築き、ほかでは味わえない貴重な経験をし
てきました。私たちが集う一番の目的は奉仕を行う
ことだ。そして意義ある奉仕を行う最善の方法はロ
ータリアンになることであり、ロータリーほど優位
な立場にある団体はない。ロータリーには世界を変
える力があり、ネットワークがあり、知識がありま
す。もしロータリーに限界があるなら、それは自分
自身が作っている限界に過ぎません。またポリオ撲
滅から我々はロータリー全体の発展を望むなら全員
が同じ方向に進むということを学んだ」と言ってい
ます。そこにはリーダーシップの継続性が必要で、
だからこそ新会員を増やすだけでなくリーダーにな
れるロータリアンを増やすことが必要だとなってい
ます。「ポール・ハリスは大勢の努力の結集は人類
の奉仕に捧げなければなりません」、その責務を伝
承する意味でジョン・ジャームＲＩ会長はＲＩテー
マにしたそうです。
　浅水地区ガバナーの地区運営方針は「楽しいロー
タリークラブを作り上げよう」です。いくつか浅水
ガバナーが提案されています。
１ クラブの戦略計画をたて継続事業の見直し、新
たな奉仕活動に向けた情報収集をしてください。２ 
My Rotaryに登録をしていただいて、各々がクラブ
セントラルにアプローチできるようにしていただき


