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皆さんこんにちは。本年度17回目の例会に参加頂きありがとうござ
います。本日はインターシティミーティングのキャラバンということ
で、上尾西ロータリークラブの星野様、斉藤様、ようこそおいでくだ
さりました。また米山記念奨学生のチョウドリ・イムルル君、ようこ
そ。今月は３日が文化の日で休会、先週は地区大会で振替ということ
で２週間ぶりの例会場での例会になります。
報告といたしまして国際ロータリー第2770地区 2016〜2017年度
地区大会がございました。私も二日間通して出席したのは初めてにな
ります。12日は浦和ロイヤルパインズホテルで本会議があり各委員会
・各部門の現状報告がございました。その後に地区指導者育成セミナ
ーということで第１ゾーンのロータリーコーディネーター酒井正人氏
から、クラブリーダーの役目という講演をいただきました。ロータリ
アン一人一人がロータリーがなすべき役割をあらためて自覚しなけれ
ばならない、そして変化と不変の価値観を両立させる事が大事なんだ
というお話しをいただきました。二日目は越谷コミュニティセンター
にて、本会議はウェルカムプログラムの阿波踊りから始まり、ガバナ
ー補佐・地区内クラブ紹介があり、並行して行われた青少年交流会の
発表がございました。
地区大会二日目にはX JAPANのToshiさんを講師に招き「奇跡の出
会い」という題目で記念講演が行われました。事務所社長をしていた
長兄と母親に金銭トラブルで揉め、人間不信になっているところにつ
け寄ってきた嫁にセミナーを通して洗脳されていた12年間という時間
と10億円以上のお金、そして洗脳から抜け出しついに団体から決別す
ることになることを噛みしめるように語り、「幸せに生きていくこと
は、清廉に生きていくこと」という、救ってくださった方で知人であ
る警察関係者のお言葉を述べた後、ソロ曲「雨音」を披露しました。
この曲はYOSHIKIに向けたラブソングともいわれ、私は歌詞の「あな
た」をYOSHIKIに置き換えてきいていたので心に響いて感動しました。
そして名曲「FOREVER LOVE」をピアノ弾き語りで素晴らしいバラ
ードを聴かせていただきました。
今週の火曜日（15日）には第５グループの会長・幹事会が北本の地
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で行われました。内容は地区大会の報告と、インタ
ーシティミーティングの準備、当日の流れの打合せ
でした。地区補助金を使った奉仕活動の報告を各ク
ラブが３分程度で行ってくださいとのことでした。
今月末には大貫ガバナーエレクトの結団式と12月に
は壮行会が控えていますので気を引き締めていきた
いと思います。
＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
さて本日はジョンＦジャーム会長からメッセージ
が届いておりますので紹介させていただきます。今
年度の11月は財団100周年の年度における「ロータ
リー財団月間」となり、とりわけ重要な月となりま
す。世界中の地域社会で変化をもたらしてきた100
年の歴史を記念して、さまざまな行事や活動に取り
組みましょう。以下にアイデアをご紹介します。
・地元でイベントを開催し、ロータリー財団を通じ
て皆様が実施された「よいこと」を紹介してくださ
い。100周年記念行事を開くための役立つ情報を、
100周年の特設サイトからご覧ください。
・クラブは、地元で集めた資金やグローバル補助金
を使用して地域社会のニーズに応える奉仕プロジェ
クトを計画したり、支援したりできます。
・100周年を記念して設定された３億ドルの寄付目
標を支援することで、その目標を達成するだけでな
く、新たな奉仕の１世紀を築く力となれます。
100周年の祝賀は、アトランタでの2017年ロー
タリー国際大会でクライマックスを迎えます。財団
100周年を盛大に祝い、世界中のロータリアンが実
施してきた「よいこと」を一緒に振り返るため、最
初のアトランタでの大会からちょうど１世紀となる
今大会にご出席いただけることを願っております。
12月15日までにご登録いただければ、340ドルの
早期登録料をご利用いただけます。大会中には「友
愛の家」で財団100歳の誕生パーティも開かれます
ので、ぜひご参加ください。
ロータリー財団の支えを受けて私たちが達成して
きたことは、決して数で言い尽くせるものではあり
ません。確かなことは、アーチ・クランフ元会長が
この100年間にロータリーが生み出してきたインパ
クトを知ることができたら、きっと心から誇りに感
じていただろうということです。皆で一堂に会し「
人類に奉仕するロータリー」の伝統を継続できるよ
う、この歴史的な大会にご出席いただけますことを
願っております。本日もよろしくお願いいたします。

幹

事

報

告

樋口 雅之幹事

◆来週の卓話者が変更に
なります。理事会承認後に
皆様にＦＡＸさせていただ
きます。
◆本日18:30より第２回目
の会長会をなすびで開催
します。11名の方からご出席のお返事をいただいており
ます。
よろしくお願いいたします。
◆地区からRLI PartⅢのご案内が来ています。12/17
（土）、越谷コミュニティセンターで開催になります。
◆米山記念奨学部門から
「米山感謝のつどい」が12/23
ラフレさいたまにて開催されると案内がきています。
◆アトランタ国際大会は12/15までに登録するとリーズ
ナブルになります。近日中にベースの旅行プランを皆さ
んにご提示いたします。
ご参加のほどお願いいたします。

委員長報告
ロータリ財団委員会 関口 和夫委員長
本日、大塚信郎パストガ
バナーより、ベネファクター
として1,000ドルの寄付を
いただきました。ありがとう
ございました。

ビ ジター ゲ ストあいさつ

インターシティミーティング キャラバン

星野一雄IM実行委員長（上尾西RC）
本日はインターシティミーティングのキャラバン
で参りました。上尾西ＲＣがホストしますので大勢
の方にご参加をいただきたいと思います。内容は、
講師をお招きした講演と、懇親会になります。
それと次年度、大貫等ガバナー補佐が、ガバナー
に就任することになっています。第５グループの皆
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様には大きな力をお貸しいただきたいと思います。
地区研修・協議会は上尾ＲＣさんにご担当いただき
ます。どうぞよろしくお願いいたします。
斉藤一雄様（上尾西RC

直前会長）

星野実行委員長から案内があったように12/2にＩ
Ｍを開催します。財団100周年にスポットをあて、
各クラブの会長様に100周年に向けての奉仕事業を
報告してほしいとお伝えしています。講演では奥山
康夫氏というオリエンタルランドの元専務さんで「
ディズニーランド流おもてなし術」を楽しく話して
いただきます。ぜひご参加のほどお願いいたします。

マル チプル ポ ールハリスフェロ ー 授 与
藤村 作会員

地域社会奉仕委員会の
方針としては、
１）ペットボ
トルキャップの回収、
２）地
区補助金を活用した事業
の把握とメニューの提案、
３）東日本大震災復興支援
活動が風化することなく支援対象地区のニーズ把握と
事業継続及び改善、
４）災害支援体制の基本的な考え
方とクラブ枠を超えた効果的な支援体制をつくる、
５）ク
ラブが実施している社会奉仕活動資金調達方法の把握
とメニュー提案、
６）腎・アイバンクの賛助会員登録及び
献眼登録への支援事業を継続、
７）超高齢化社会に対
応し認知症支援サポーター講座の拡充をはかる、
とな
ります。久保田会長にもご理解をいただいて地域社会奉
仕活動をＩＭの時に報告できると思いますのでどうぞよ
ろしくお願いいたします。

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

１３日（日）に、来日して２
回目の地区大会に参加し
てきました。私にとって思い
出に残る地区大会になりま
した。なぜかというと阿波
踊りを踊りました。米山記
念奨学部門の委員長から声をかけられ、小ホールで青
少年と朝10時から11時半まで練習しました。見ている
と簡単だなと思いましたが、実際に躍ると難しかったで
す。日本での思い出になると思います。

例 会 主 題

奉 仕プ ロジェクト部 門 セミナ ー 報 告

職業奉仕部門 職業奉仕委員会 門崎由幸委員長

研修の資料を一部お読
みします。地区運営方針：
楽しいロータリークラブを
作り上げよう。職業奉仕委
員会の活動方針「ロータリ
ーの原点に戻り職業奉仕

会があります。私は国際奉仕の方を請け負っていおます
が、
ともに「世界でよいことをしよう」
ということで補助金
をいただき外国に支援をしています。特にフィリピンに
多くの支援を続けております。
９月初めに視察と補助金
を渡し、いまフィリピンで事業が行われているところで、
２月にチェックに行きます。
２／５〜８、ぜひとも上尾ク
ラブの皆さんも現場を見ていただければと思います。
国際交流の方は、海外のロータリアンが日本に来た
際の接待と、姉妹クラブのご紹介等です。先日の地区大
会でも3750地区から15名の方が来日したのでご接待
をしました。去年からガバナー同士、エレクト同士が早
朝にミーティングをしています。次年度は日韓親善30周
年、交流30周年ということで再調印をしようかと気運が
高まっています。
またアトランタ国際大会の宣伝もしてい
ます。
上尾クラブはたまたま姉妹クラブが途切れています
が、当地区73クラブあるうち姉妹クラブ・友好クラブをし
ているところは71あります。多いのは台湾で、次いで韓
国です。友好でも姉妹でも安易に提携するのはよくない
と思いますので、クラブ全体の盛り上がりが必要かなと
思います。上尾クラブも気運が高まりましたら紹介した
いなと思っているのは、台湾の3490地区にあるクラブ
です。以上です。
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を易しく解説し、理解を深めよう」。ロータリーの目的第
２項をかみしめる事によって実践的職業奉仕を知り、優
れたロータリアンに誘われて入会したロータリアン一人
一人が倫理観を達成すべく勉強の機会を促して参りま
す。
さらに人生哲学として個人の内なる取組という実践
以外に、青少年や社会に対して職業を生かした活動も
推進していきます。
職業奉仕部門に係る具体的な運営項目として＊職業倫
理についての理解促進のためにセミナー等を開催・実
施する。
＊広報・青少年部門と連携・協力につとめる。
＊
クラブ職業奉仕委員会の活性化をサポートする。
＊若い
世代への職業情報の提供やキャリアコンサルティング
を推奨。
＊中高生の３・５daysチャレンジの推進。
＊各ク
ラブへ職業奉仕についての卓話実施。
＊職奉ニュースを
発行する。
＊ＤＶＤ「ロータリーの奉仕の心」の配布。
ＤＶＤはとてもわかりやすく作られていました。今年度、
職業奉仕のプロフェッショナルになるべく引き続き勉強
していきたいと思います。
社会奉仕部門 社会奉仕委員会 宇多村海児委員長

国際奉仕部門 国際奉仕委員会 大木保司委員長
３つの奉仕部門の特別
講演では、
「日本から
《医》
を届ける〜ＮＰＯ・国際Ｎ
ＧＯロシナンデスの挑戦〜
」大嶋一馬さんという理事
から講演をいただきました。
スーダンへの衛生面等で力を注いでいる方々です。
さて
国際奉仕部門には国際奉仕と国際交流の２つの委員

奉仕プロジェクト委員会 藤村 作委員長
皆さんがお話ししたので
私が報告することはあまり
ありません。私は分科会で
は社会奉仕委員会に参加
して、
ブライダル委員会「友
愛の広場」が32年目という
ことで、今年もぜひ成婚を目指したいそうです。東日本
大震災への支援では「ボン・クラージュ東北“ワインで乾
杯プロジェクト”」
もあります。被災地にぶどうを植え、
ワ
インを造るプロジェクトで元気の輪が広まり、復興への
一助となることを目的にしています。以上です。
奉仕プロジェクト部門の委員長皆様、
セミナー報告 ありがとうございました！

スマイル
上尾西RC 星野一雄様／斉藤一雄様
久保田会長／藤村副会長／樋口幹事／須田副幹事／
岡野会員／大塚信郎会員／吉川会員／小林邦彦会員／
井上会員／尾花会員／大木会員／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／門崎会員／坂本会員／春日会員／芳賀会員
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86.84

欠席数 5
（Ｍ・Ｕ） 8

「あぴお」に掲載されました！
上尾商工会議所様が発行する
月刊情報誌『あぴお』vol.163
（2016年11月号）の「私のとってお
き」欄で藤村作会員がご自身の“と
っておき”として全国ロータリークラ
ブ野球大会勝利の記念を紹介しま
した。
現在、当クラブ野球部は来年5月に
甲子園で開催される野球大会出場
での２勝目を目標に、練習に励んで
います。応援のほどよろしくお願い
いたします！
（上尾商工会議所様 転載了承済）
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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）
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