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みなさんこんにちは。本日で46回目の例会に参加いただきありがと
うございます。まず先週卓話をいただいたブル中野さんから「楽しい
時間をいただきありがとうございます。また皆さんとお会いできる日
を楽しみにしております」とお礼の電話を頂きましたのでご報告させ
ていただきます。
そしてロータリークラブ国際大会ということで6月7日〜13日までア
メリカ合衆国のシカゴとアトランタへ行ってまいりました。まだ時差
ボケで頭がまわっていません。成田空港で機材のトラブルがありまし
たが、そのあとは順調で、シカゴではRI本部の見学もさせていただき
ました。１日１日がとても長く、昼間は観光、夜は時差の関係から仕
事の電話がひっきりなしにかかってきて寝られずたいへんでした。国
際大会についてはまた追ってご報告させていただければと思います。
さていつも真面目な話ばかりですので趣向を変えましてちょっと息
抜き的な、少しばかり怪しげなお話しを申し上げます。以前、メーキ
ャップに行った先で「ロータリーがなければフリーメイソンにでも入
ります」と言われて笑いを誘っていた会員がおられました。ロータリ
ーとフリーメイソンに共通したところがあるとの見方の現れであろう
かと思いますが、過去何人かの国際ロータリーの会長がフリーメイソ
ンであった、しかも最高位の地位にあった人もいるという事実が公表
されているのも確かであるそうです。
フリーメイソンは全世界に存在し会員数600万人と言われており、ロ
ータリーが120万人ですのでいかに大きな組織かわかると思います。フ
リーメイソン関連記事の中にはロータリーやライオンズは自分たちの
下部組織であるとの表現もあるそうです。インターネット上の百科事
典ウィキペディアによりますと、「ロータリーの創始者であるポール
・ハリスはフリーメイソンであったが閉鎖的な秘密結社より開かれた
組織を求め、ロータリークラブを設立したといわれています。ただし
ロータリークラブ側は組織としてのフリーメイソンとのつながりは否
定している」と記載されています。そもそもフリーメイソンとは何か
といいますと何やら得体のしれない秘密結社のイメージが強いようで
すが、中世騎士団の末裔、ユダヤ秘密結社とか、世界制覇を狙った地
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下組織といった見方は小説や映画の影響を受けた話
のようで、本来はイギリスで生まれた石工を中心と
した専門職業団体だったということで、定規とコン
パスがシンボルマークとなっているのはそういう理
由からで、その後友愛団体に発展したというのが通
説であると思われます。その目的はと「一つの世界」
だといわれており入会条件としては「無神論者」「女
性」「身体障碍者」を排除しているところが特異的
なところです。外国では胡散臭い秘密結社でなく誇
りを持ったエリート集団と考えられていますがロー
タリーでいうところの親睦や世界社会奉仕などとよ
く似たところが世間の人がロータリーと混同する原
因かもしれません。我々クラブの会員の中にも実は
いらっしゃって秘密にされているのではないでしょ
うか？本日もよろしくお願いいたします。
樋口

幹

事

雅之

幹事

報

例 会 主 題 〜 クラブフォー ラム
一 年 間 を 顧 みて

クラブ奉仕委員会 須田 悦正委員長
なかなか大きなことがで
きず一年が過ぎていくなぁ
と感じています。出席、親睦
活動、
プログラム、ホビー、
各委員会をとりまとめクラ
ブ管理運営委員会として、
とどこおりなく過ごせたのは皆様のおかげと感謝を申し
上げます。
親睦活動委員会とホビー委員会として甲子園大会に
参加し１勝をあげることができ、旅行でも楽しい２日間
を過ごせました。大きな親睦がはかれたと思います。一
年間、ありがとうございました。

告

親睦活動委員会 斎藤 修弘委員長
年度はじめに浅水ガバナーが公式訪問で仰ってい
たことですが、次世代の子たちがロータリークラブ
に入会してもらうために、ご家族に参加していただ
き、理解してもらう企画が、親睦活動委員会にのぞ
ましいとのことでした。例年にのっとり、７月末に
屋形船を貸し切っての納涼例会、12月末の沢田知可
子さんをおよびしての家族例会・クリスマス例会、
１月に恵比寿亭で新年例会をそれぞれ行い、また先
月、一泊二日で甲子園野球出場・大阪京都観光に18
名参加で深い親睦を築けた旅行ができました。そし
て最終例会では、キャラメルマシーンというマジッ
ク＆お笑いショーのアトラクションを企画していま
す。会員のお子様が今後２０年後、３０年後の入会
につながる例会を盛大に行えればと思っております
ので、よろしくお願いいたします。

◆甲子園大会 前夜祭
でバナー交換をさせてい
ただいたクラブに、お礼状
と、上尾の名産のお酒「上
尾育ち」を送りました。
◆本年度の各委員会の事
業等で、立て替え金の領収証をお持ちでしたら、6月22
日例会までに事務局へ提出して精算をお願いいたしま
す。

お

祝

い

関口 和夫 会員

ホビー委員会 坂本 忠光委員長
基本的には野球の甲子園大会出場を目標に活動を
しました。昨年のグラウンドが使用できる時期、お
よび今春から大会の前々週まで毎週練習をしました。
また野球部の監督であります尾花会員のバッティン
グセンターでも練習を行いました。おかげさまで、
大会にて勝利をつかみました。ここにいらっしゃる
会員皆様、および親睦活動委員会さん、富永総監督、
尾花監督、齋藤哲雄キャプテン、みなさまのご協力
で委員会活動ができました。一年間ありがとうござ
いました。

5月20日に娘が結婚式を挙げました。籍は前から
入っていたので、昨年から結婚生活をおくっていま
した。若い二人が幸せになることを願っています。
お祝いをいただきありがとうございました。
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会員選考委員会

細野

国際奉仕委員会 （代理 久保田勲会長）

宏道委員長

選考委員会ということで、会員増強維持委員会か
らは小林裕一郎会員の推薦があり、以前、クラブの
メンバーだった彼ですので、選考させていただくの
もおこがましく、100％以上の気持ちで賛成させて
いただきました。来年は会員増強維持委員会委員長
とのことで、いいメンバーを会員選考委員会に推薦
できるよう努めたいと思います。
会員増強維持委員会

深澤

圭司委員長

今年度は、ガバナー公式訪問時に小林裕一郎さん
を新会員として入会させていただきました。また春
日副委員長とクラブ広報委員会と協力して、会員増
強を目的に、ホームページに会員情報を掲載させて
いただきました。一年間ありがとうございました。
クラブ広報委員会 長沼 大策委員長
一年を顧みてということで、各委員会さんの活動
や、久保田会長の奉仕事業がたくさんあって広報す
る内容が多かったかなと思います。『ロータリーの
友』にも寄稿して掲載され、クラブのお役にたてて
いれば幸いです。
職業奉仕委員会 門崎 由幸委員長
一年を通して、まず月初に「ロータリーの目的」
唱和、また毎週の例会で「四つのテスト」唱和を行
い、皆様に唱和をしていただきました。担当リスト
を作りましたが徹底できなかったことを反省してい
ます。また６月１日には野瀬会員の協力のもと、移
動例会でUDトラックス㈱さんにお訪ねし、企業見
学および大型トラックの試乗運転をさせていただき
ました。貴重な体験をさせていただきありがとうご
ざいました。
社会奉仕委員会 （代理 久保田勲会長）
献血運動、障がい者作品展示即売会という例年同
様の事業を行いました。そのほかに地区補助金を活
用して、年度当初にげんきネットワークさんに子ど
もまわしの寄贈を行い、また12月には地域サッカー
チームにサッカーゴールの寄贈を行いＩＭで発表さ
せていただくなど、青少年へのスポーツを通した奉
仕活動を行いました。

本で水道設備の会社に就職でき、いま現在、日進に
勤務をしているそうです。最終例会には久しぶりに
顔を見せてくれるそうです。報告は以上です。
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奉仕プロジェクト３委員
会合同で「今年度がんばり
ましょう」
ということで集ま
りました。各委員長の報告
のとおり、それぞれの奉仕
活動があり、
１つ加えさせ
ていただくとすると、11月に私の病院の130周年記念で
「財団100周年」をあわせてPRということで、社会奉仕・
職業奉仕のイベントを開催させていただきました。国際
奉仕では大木委員長のもと、次世代を育てる方針があ
ったんですね。それで坂本さんが次年度、委員長になり
ました。坂本さん、次年度は世界にでてがんばっていた
だければと思います。
よろしくお願いいたします。
青少年奉仕委員会

大塚

崇行委員長

インターアクト、訪日団の
受け入れを行いました。実
施が２月だったので、例年
の１月よりもあわただしく
なく受け入れられました。
５
泊６日で、私の家に３泊、最
後に久保田会長の家で１泊と、今年は生徒のうちにも
宿泊して、いい企画だったなと思っています。
また６日間では、委員の皆さんに送り迎えも協力して
いただいて２人を楽しませられたなと思っています。次
年度も副委員長という立場で委員長をサポートできた
らと思います。一年間、ありがとうございました。
ロータリー財団委員会 関口 和夫委員長
今年度は早々と皆様方から寄付を頂戴し目標額を
達成させていただくことができました。本来であれ
ば財団100周年ということでしたが、イベントは行
えませんでした。国際大会に行かれた久保田会長た
ちのご報告の際に、財団100周年に触れられると思
いますので、そのときに見せていただければと思い
ます。
また米山記念奨学生チョウドリ・イムルル君のカ
ウンセラーを務めさせていただき、幸いなことに日

野球部

寄付は早々といただき目標額を達成しました。今
後の課題としては、寄付なので強制はできませんが、
そうしても寄付される方が偏ってしまっているのが
現状で、１年に２〜３万円で寄付者の裾野を広げら
れたらと思います。また関口さんにはイムルル君の
カウンセラーを務めていただき、ありがとうござい
ました。
富永

奉仕プロジェクト委員会

で勝利を挙げてから、
また勝利しました。実は監督から、
打者の準備を仰せつかったのですが、時間切れのため、
幻のバッターボックスになり、素晴らしい思い出をつくら
せていただきました。ありがとうございました。

米山記念奨学委員会・学友委員会 齋藤博重委員長

野球部

大木国際委員長のもと、友好クラブの模索をして
おりましたが進みませんでした。来年は活発に活動
されると聞いております。よろしくお願いいたしま
す。

尾花

正明監督

甲子園大会でいちばん感じましたのは、富永総監
督をはじめ、準会員として一年間会費を集めさせて
いただいた方など、いろいろ陰で支えてくださる方
がいてはじめて甲子園に行けるということを知って
おいていただきたいと思います。前回から何年間か
間をあけての出場でしたが、草野球ではなく、甲子
園でプレイする以上はきちんとルールに則って参加
しなければならないので、若いメンバーの方々もい
い体験を積めたのかなと思います。チームワークの
大切さを今後のロータリー活動に生かしていただけ
たらと思います。

総監督

尾花監督、齋藤キャプテ
ン、坂本委員長のご協力の
もと、久しぶりに甲子園の
土を踏ませていただき、楽
しい２日間を過ごしました。
９年前に村岡さんが投手

委員長みなさま、お疲れ様でした！
ありがとうございました！

スマイル
久保田会長

国際大会、楽しんできました。ありがとうございました。

富永会員

甲子園野球大会、
ごくろうさまでした。

大塚崇行会員 アトランタ国際大会、楽しく行って来れました。
齋藤博重会員 米山寄附をありがとうございました。
斎藤修弘会員 結婚祝い、ありがとうございました。
樋口幹事／藤村副会長／須田副幹事／岡野会員／小林邦彦会員／井上会員／
萩原会員／尾花会員／深澤会員／関口会員／野瀬会員／長沼会員／
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）
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