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行事予定
3月 9日 卓話 地区米山
記念奨学部門
3月16日 卓話 全日本空輸（株）
中山陽介様
3月23日 地区研修・協議会
について
3月30日 (時間変更)
地区国際奉仕部門
委員長 小山寿行様

2016-2017年度 久保田 勲会長

みなさんこんにちは。今週の報告になりますが、2月10日〜15日ま
でインターアクトの訪日団が来まして、上尾クラブとして、学生の女
の子を2人受け入れて5日過ごしました。大塚崇行委員長のもとジョリ
ーテーブルでの歓迎会から始まり、どん亭での送別会までとても内容
の濃い学生たちが新しい文化や習慣に触れ、人生を変えるような貴重
な経験を学生たちに味わってもらえたと思います。委員会・家族の皆
様には大変お世話になりました。ありがとうございました。
そして、一日おいて17日〜20日まで皆さんのご協力のもと、第27回
目になる「上尾市障がい者作品展示即売会」が行われました。こちら
も金曜日から気候も暖かかったせいか多くの関係者や市民の方々に足
を運んでいただき、多くの市民の方々に発信できたと思います。
昨日は9回目の第5グループ会長幹事会がございました。本年度の内
容は増強と寄付の進捗状況と第５Ｇのゴルフが4月12日に開催されるこ
とです。ゴルフでは、大貫ガバナー補佐から２組は必ずお願いします
と言われていますのでよろしくお願いいたします。また上尾クラブが
ホストクラブとして行う地区研修・協議会も4月20日・21日と準備も
含め上尾クラブでの設営になりますのでご協力をお願いいたします。
本日は2月23日、ロータリー創立記念日ということですので、日本の
ロータリー誕生秘話についてお話しさせていただきます。
【世界理解月間】世界理解と平和の日（2/23）//ロータリー創立記念日
RIでは毎年2月を「世界理解月間」と定めております。世界平和に不可
欠な国際理解と親善を深め、個人或いはクラブレベルで世界社会奉仕
を中心としたプログラムを行うよう要請されている。
また、2/23は最初のRC会合が開かれた記念日であり「世界理解と平
和の日」とし、毎年2/23に始まる1週間を世界理解と平和週間として遵
守されている。各クラブは、この特別週間にはロータリーの国際理解
と友情と平和への努力を強調しなければならない、とあります。
そこで本日は、日本のロータリー誕生の秘話について話します。
我が国最初のロータリークラブは1920年（大正9年）10月20日に創立
された東京ＲＣで、翌1921年4月1日に、世界で855番目のクラブとし
て、国際ロータリーに加盟が承認されました。
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日本でのロータリークラブ設立については、ポー
ル・ハリスの片腕としてロータリーの組織をつくり、
海外拡大に情熱的に取り組んだ、初代事務総長チェ
スリー・ペリーと、創立の準備に奔走した米山梅吉、
福島喜三次などの先達の功を忘れることはできませ
ん。その後、日本のロータリーは第２次世界大戦の
波に洗われ、1940年に国際ロータリーから脱退し
ます。戦後1949年3月になって再び復帰加盟します
が、この時、復帰に尽力してくれたのが国際ロータ
リーの第３代事務総長ジョージ・ミーンズでした。
その後の日本におけるロータリーの拡大発展は目
覚ましいものがあります。ロータリー財団への貢献
も抜群で、今や国際ロータリーにおける地位は不動
のものになりました。現在日本全体でのクラブ数は
2,273、会員数89,968人（2016年11月現在）とな
っています。会員の皆さんも、親睦と奉仕のもと、
立派なロータリアンになられますよう祈念申し上げ
ます。それでは本日もロータリーライフをお楽しみ
くださいますようお願いし会長挨拶といたします。
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デフフットサル 日本代表選手 設楽 武秀様
みなさまこんばんは。私、設楽武秀と申します。上尾市
在住です。本日はお時間をいただきありがとうございま
す。3月16日（木）に日本で初めて聴覚障がい者のフット
サル国際大会が開かれることになりました。
ここで、大会
運営の資金がかかるのですが、皆様のご支援が必要に
なってきました。私も3月16日に代表選手として出場す
ることが決まっており、上尾市に住んでいるご縁からお
願いにあがった次第です。
よろしくお願いいたします。
日本ろう者サッカー協会 理事・事務局 田口昌弘様

作副会長

◆樋口幹事と須田副幹事
は商工会議所青年部の全
国大会に出席のため不在
です。
◆3月のロータリーレート
は１ドル＝116円です。
◆当地区の1982-83年のパストガバナー秋山博様がご
逝去されたとのことです。享年100歳、3月12日にお別
れの会が浦和ロイヤルパインズホテルで開催されます。
◆次年度の会長幹事会が3月13日から開催されます。

次年度地区役員 委嘱書授与
大木保司会員 国際奉仕部門 部門委員長
大塚崇行会員 社会奉仕部門 ブライダル委員長

設楽から説明があったように、日本で初めてデフフッ
トサルという競技の国際大会を開催する運びになりまし
た。韓国とウズベキスタンの代表を招致して親善試合を
実施します。大会の目的は「デフフットサル」
という競技
を皆さんに広く知っていただくことと、日本代表が世界
で戦う姿を見せることで、聴覚障がいの子供たちが夢や
希望をもってもらうことや、聴覚障がい者が社会でコミ
ュニケーションをとりづらいことを知っていただく機会
として、開催する運びになりました。皆様、
この大会の主
旨にご賛同いただき、
ご支援いただけるとありがたく思
います。
どうぞよろしくお願いいたします。
●大会HP http://defchallengecup.com/
●クラウドファンディング CAMPFIRE
https://camp-fire.jp/projects/view/19696
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結 婚・誕 生 祝 い
お誕生日

例会主題〜卓話

地 区 チ ーム 研 修 セミナ ー 報 告

おめでとうございます！

次年度 国際奉仕部門 大木保司部門委員長

渡邉 清 会員
本日は誕生祝い、ありがとうございます。2月9日で71
歳になりました。9日は、あるスパゲティー屋さんで会合
があり、その席でお祝いをしていただきました。その後、
ケーキは要らないよと言っておいたお店に行ったので
すが、果物でケーキを作っていただきしっかりと代金を
請求されました。
どちらも商売繁盛でよろしいことだと思
います。そんな楽しい一日を過ごしました。来年も皆さん
と一緒に誕生日を祝っていただけたらと思います。
富永 建 会員

ありがとうございます。74歳になりました。私はある病
院の健康構話を聞きに行き、その後、座っているイスか
ら30秒間で何回立ったり座ったりできるかという健康
体操がありました。年齢と回数の表では、74歳で16〜
17回が目安で、私は15回でした。
これをやって、その後
の新年会の帰りに歩けなくなってしまいました。翌日藤
村先生のところに行って、肉離れと診断され、未だにふく
らはぎが若干硬いんです。歳をとったなと感じています。
上尾ＲＣに入会させていただいて今年で33年になり
ます。来年、当クラブは55周年ということで、少しでもお
役にたてればいいかなと思っています。

今までの活動で充分だ
けれど、変えてほしいという
ことが1つありました。
「国
際交流」は従来通り日台、
日韓の親善会議があり、韓
国とは30周年締結を目指
してくださいというのがメインです。
「国際奉仕」では、今
まではフィリピンへの支援が多かったのですが、そのほ
かの国を模索してほしいということで、ベトナム、タイ、モ
ンゴルが候補に挙がっています。以前、米山記念奨学生
でお世話した周京梅さんが現在さいたま大空クラブで
活躍されていて、春節例会に行ってきた際にベトナムか
らきた前の奨学生を紹介してもらい、翌週、東京のメト
ロポリタンホテルで面会しました。支援先を探してほし
いと相談したら、場所はハノイだということで、上尾商店
街連合会のサンクスフェア特賞の旅行先がちょうどハノ
イなので、3月7日までに支援先を考えていただくことに
なりました。
今年度の小山国際奉仕部門委員長には３月の最終
週に卓話をしていただく予定ですが、ベトナム米山会と
いうのがあるそうで、そちらからも支援先リストを作成し
てもらう報告をいただきました。今年、模索して、今年早
速成果を上げるのは難しいかなと思いますが、支援へ
の流れは作りたいと思っています。
藤村次年度会長には55周年記念に地区補助金や海
外特別枠を使って支援はいかがでしょうかとアピール
をしております。
次年度 公共イメージ部門 長沼大策委員

ROTARY：MAKING
A DIFFERENCE ロー
春日 孝文 会員
タリー：変化をもたらす」が
25日で44歳になります。人間ドッグを受けたら、体重
次年度ＲＩテーマです。大
が昨年より8kg増えていて、痩せないといけないなと思
貫ガナバーエレクトはまさ
いました。先日、得意先に行って44歳になり体力が衰え に変化をもたらしたいと仰
ていると話したら、
「俺は80歳だ、ふざけるな」
と言われ、 っていて、
ＲＩの組織から倣い、
「広報部門 広報委員
がんばろうと思いました。40歳を過ぎてから近くのもの
会」が「公共イメージ部門 公共イメージ向上委員会」
が見えなくなってきていて、老眼鏡の前段階にデジタル に地区の組織が変わり、従来の漠然とした広報活動で
眼鏡というのがあり、購入したのですがそれも最近見え はなく、
より具体的に、目的意識をはっきりもたせる委員
づらくなってきています。無理をしないで元気にいきた
会になっています。
いと思います。ありがとうございます。
委員会活動でいちばん大きくは、
「ロータリーは何を

している団体かわからない」
と言われるので、当地区の
会員が明確にシンプルに説明できるような標語を考え
たいとのことでした。
また地区ホームページが、MyRotaryとの兼ね合い等からリニューアルを検討していこう
とのことでした。細かくはいろいろありますが、
また追っ
てご報告させていただきたいと思います。
次年度 社会奉仕部門ブライダル委員会 大塚崇行委員長

突然、
ブライダル委員会
委員長を仰せつかったの
ですが、商工会議所の婚活
事業をここ３年やっていた
ので、
このあたりを大貫ガ
バナーエレクトは見ていた
のかなぁと思っています。
ここ２カ月、今のブライダル委
員会の雰囲気を見て、
どのように活動していくか考えて
いるところです。次年度のＲＩテーマは「変化をもたらす
」で、地区運営方針は「新たな行動 新たな感動」
となっ
ており、
ブライダル委員会は次年度で３２年になり、今ま
でに１２０組ほどの成婚実績があるのですが、
ここ２年
半ほど成婚がないと聞き、次年度は成婚を目指そうと思
います。津田パストガバナーからの発信では、各クラブに

までブライダル委員会の裾野を広げて、活動をしていこ
うと考えているそうです。
「友愛の広場」
という婚活パー
ティーのようなこともやっていますので、ぜひお知り合い
を推薦していただくとたいへんありがたいと思います。

スマイル
小林邦彦会員 次男が19日に結婚しました。
長沼大策会員 週報で会長の顔写真が入らず失礼しました。
芳賀克久会員 Jリーグが開幕しました。
レッズ戦のチケ
ットをご所望の方はお声掛けください。
久保田会長／藤村副会長／武重会員／大塚信郎会員
富永会員／齋藤重美会員／井上会員／尾花会員／
渡邉会員／大木会員／大塚崇行会員／齋藤博重会員／
野瀬会員／斎藤修弘会員／春日会員
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大塚崇行委員長

2/10来日。2/11東京ディズニーランドに行ったのですが混んでいてアトラクションに乗らず、買い物と写真撮影で一
日を過ごしたそうです。2/12獨協埼玉高校へ。その後、春日部 しんちゃんミュージアムへ。
また須田さんと歓迎会。
2/13菖蒲のモラージュでショッピング。2/14原宿、明治神宮へ。青少年奉仕委員長として感謝を申し上げます。
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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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