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皆さんこんにちは、本日も例会出席いただきありがとうございます。
第5グループガバナー補佐池田様、補佐幹事村山様ようこそ、本日はク
ラブ協議会にてガバナー公式訪問の準備ということで第５グループ池
田ガバナー補佐をお招きしての例会です。宜しくお願いします。
今週の報告です、15日の金曜日はRLIのパート２がありました。当
クラブからは参加ありませんでしたが来月27日にはパート3があります
ので積極的に参加お願いします。
週末は台風で日本列島は大変だったようですが関東は比較的穏やか
で、私も先週お話した子供の運動会は無事に終了しました。一昨日の
火曜日は久保田直前会長を慰労する会が恵比寿亭で行われました。た
くさんの方に集まって頂きありがとうございます。昨年度の話題とし
ては甲子園大会出場やクリスマス例会の沢田知可子さんのディナーシ
ョー、プロレスラーのブル中野さんの卓話等皆さんの印象に残った一
年だったようです。私もこの一年を改めて皆さんの印象に残る一年に
したいなと思った次第です。久保田直前改めて一年間ごくろうさまで
した。
先週は大塚パストにポリオについて卓話頂きました。本日メールを
見ていましたらPolioPlusから世界ポリオデーの計画を立ててください
とのことでした。世界ポリオデーは10月24日です。今年度のポリオ発
生状況が出ておりました。歴史を作るカウントダウンとして、アフガ
ニスタン6人、パキスタン6人、ナイジェリア0人とのことでした。当ク
ラブとしては来月の14日に藤村病院の健康フェアのなかで上尾RCとし
てポリオ募金をやる予定ですので協力よろしくお願いします。
また本日9月21日は世界アルツハイマーデーだそうです。皆さんも1
昨年認知症サポーターになられた方も多いと思いますが、改めて認知
症について考えて頂ければと思います。皆さんに本日配らせて頂いた
資料を少し読ませて頂きます。「国際アルツハイマー病協会が9月21日
を世界アルツハイマーデーと定めてから本年で24年目を迎えました。
この間、世界各国で認知症への理解の推進と本人や家族への支援の充
実を目指した活動が広がってきました。我が国では、2025年には認知
症の方が約700万人前後、高齢者の約5人に一人になると見込まれてい
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ます。そんな中、2012年9月に認知症施策推進5か
年計画、通称オレンジプランが公表され、2015年
からは見直しを計った新オレンジプランが推進して
おり、認知症という病気の正しい理解やケアの向上、
サポート等を社会に広く普及されてきました。認知
症の方が出来る限り住み慣れた地域の良い環境で自
分らしく暮らし続けることの出来る社会の実現を目
指すため、世界アルツハイマーデーをきっかけに、
認知症に対して我々が今出来る事を改めて考える機
会になればと願っています。」皆さんも一昨年認知
症サポーター講座を受けオレンジのリストバンドを
もらったと思いますが改めて認知症について考えて
頂ければと思います。認知症についてもっと知りた
いとのことがありましたら認知症相談ナビを見て頂
くのもいいかと思います。また当院では今年の10月
から市からの依頼で認知症初期集中支援チームとい
うものを立ち上げています。家の近くに認知症らし
き人がいるけど何の支援も受けていなさそうだとい
う方を見かけましたら相談に乗りますのでお声かけ
ください。では本日も宜しくお願いします。
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委員長報告
野球部 （会計） 大塚崇行会員
9月11日の練習会には
大勢のメンバーにご参加
いただきありがとうござい
ました。今年度は甲子園に
出ることはないのですが活
動は続けさせていただきま
すので、10月から毎月5,000円の部費を集金したいと思
います。前年度、甲子園に参加できなかった方は１月か
ら集金させていただきます。賛助会員の方からは、今年
度部費はいただきません。今後ともよろしくお願いいた
します。

例 会 主 題 〜 卓 話
公式訪問準備

RI.D2770 第５G ガバナー補佐 池田 遙愰 様
10月5日にガバナー公式
訪問が行われますが、それ
に備えガバナー補佐として
公式訪問が有意義にでき
るお助けができればと思い
参上しました。タイムスケジ
ュールも拝見しました。クラブリーダーが公式訪問に備
え計画を立てることと、スケジュールを調整することがガ
バナー補佐の役割なのかなぁと思います。公式訪問に於
いてガバナーの目的がいくつかあるのですが、クラブの
サポートと強化がいちばん重要です。年度の問題に視点
を当てて関心をもっていただく、ロータリアンの意欲を
向上させ奉仕活動を促す、定款・細則の遵守の確認、顕
著な活躍をされたロータリアンへの表彰、などを行いま
す。会長幹事会では事前の注意があると思います。
また
クラブからガバナーに要望することがありましたら仰っ
ていただき、新会員の入会式も行うようですね。おめでと
うございます。私は今日お訪ねした内容をメールで報告
させていただきます。
あとはクラブセントラルに目標を入力することが、地区
で推奨されています。クラブの目標に対してどのように実
行されているかが、公式訪問の役割になると思います。
会員増強、財団＆米山の寄付状況、公共イメージの向上、
リーダーシップの育成、奉仕プロジェクトの実行あたり
が主になると思います。当日は意義のある、最大の勉強
会としてガバナーを迎えていただければと思います。

告

幹事

◇次年度の地区役員につ
いて、推薦者・希望者がい
らっしゃいましたらご一報
ください。
◇10月27日午後５時から
職業奉仕部門セミナーが
開催されます。受講を希望される方はご一報ください。
◇甲子園野球大会のアルバムを申し込まれて、
まだ受け
取りに来ていない方がいらっしゃいますので受け取りを
お願いします。
◇財団メジャードナー様向けに、11月21日（火）9:30〜
14:00、グランドニッコー東京台場で午餐会開催のご案
内が届いています。
ご希望される方はご一報ください。
◇RLI partⅢの案内です。10月10日締め切りで、10月
27日（金）に開催されます。参加される方はご一報くださ
い。
◇10月5日がガバナー公式訪問になります。
ご案内を
ＦＡＸさせていただきますので、ぜひご参加をお願いい
たします。
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RI.D2770 第５G ガバナー補佐幹事 村山 隆之 様

奉仕プロジェクト委員会 樋口雅之委員長

１点ご報告です。
ご案内
の通り、11月11日・12日に
地区大会が行われます。そ
ちらの実行委員会組織を
早くつくりあげて臨みまし
ょうということで上尾西ク
ラブさんよりご連絡がありまして、上尾クラブさんに於い
ては当日、
「接待・懇親部会をご担当いただきたい」
とい
うことです。負担が大きくて、総勢２３名のメンバーのご
協力をいただくような形で組織図ができあがります。日
頃、第５Ｇ会長幹事会では藤村会長＆須田幹事に盛り
上げていただいております。引き続き地区大会へのご協
力もよろしくお願いいたします。

職業奉仕委員会ではロ
ータリーの目的・四つのテ
スト唱和と、職業奉仕企業
訪問を企画していただきま
す。社会奉仕委員会では献
血活動、障がい者作品展
示即売会、地区ブライダル委員会への協力を行います。
国際奉仕委員会では国際奉仕プロジェクトについて新
たな研究をしていただき、
また地区補助金の国際特別
枠を使ってのベトナム・ハノイへの奉仕活動を予定して
おります。

クラブ協 議 会
クラブ管理運営委員会 （代理 斎藤修弘委員）
クラブ管理運営委員会
では５委員会を管轄してい
ます。私が担当しているプ
ログラム委員会では本日の
例会後に委員会を開催し
て、11月以降の例会内容
が決まっていない日のプログラムを詰めていきたいと思
います。今年度、55周年記念ですので、
より出席率が高
まるような例会になるよう考えていきたいと思います。
公共イメージ向上委員会 長沼大策委員長
クラブ週報の刊行、情報
誌「あぴお」への投稿は滞
りなく行い、
「ロータリーの
友」には前年度も採用され
ましたので今年度の奉仕
活動を投稿したいと思って
います。
ウェブでもホームページ、facebookを更新して
います。
今年度の地区運営方針が「新たな行動 新たな感動」
とあり、先週、
ＲＩニュースで「世界を変える行動人」
とい
う30秒の動画が公開され、
こちらをご覧いただいて気持
ちを高めながら、10月に予定されている藤村病院さんへ
の移動例会に臨ませていただくのですが、その際にロー
タリーマークを大きく掲げて公共イメージを向上させた
いと思います。

５５周年実行委員会 小林邦彦委員長
今まで決まったことを改
めて報告します。式典は
2018年3月16日（金）
17:00〜20:00頃で、東武
バンケットホールでの開催
を予定しています。来月、
ま
た第３回の実行委員会を開催し、具体的な報告ができ
るかと思います。

青少年奉仕委員会 大塚崇行委員長
まず当クラブは長年、上
尾高校インタ−アクト同好
会のサポートをしていたの
ですが、部員が０人になっ
てしまっています。当クラブ
としてはサポートを継続し
たいのですが、今後について上尾高校さんと相談してい
きたいと思います。
また青少年交換ではＨＰの問い合わせメールが入っ
ていたそうで、細かく検討していきたいと思います。
米山記念奨学委員会 関口和夫委員長
本年度も奨学生を受け
入れることができまして、中
国の鄭さんが来ております
。授業の都合で夜の例会だ
けですが、積極的に出席し
ていただいています。樋口
カウンセラーも接触していただいて、
２年間お世話をさ
せていただきます。
昨年度の奨学生チョウドリ・イムルル君ですが、就職
後、今度は事務所が上尾になるそうですので時間があ
えば例会に出席してくださるとのことで友好関係を引き
続き築いていきたいと思います。
また本日は藤村会長より寄付をいただいています。
ま
だ人数は少ないですが、
１人あたりの金額は多くせず、
大勢の方から寄付をいただけたらと思います。

須田 悦正 幹事
国際特別枠 ベトナム・ハノイへの国際奉仕のご案内
を先日させていただきましたが、会員の皆様の中から
「
申し込みはいくらなの？」
というお問い合わせをいただい
ていましたのでご回答いたします。
ツアー＆宿泊価格は
約１２〜１３万円になります。宿泊先はハノイホテルとプ
ルマンホテルの２宿あるのですが、ハノイホテルが四つ
星、
プルマンホテルが五つ星です。お１人で行くならハノ
イホテル、
ご家族で行くならプルマンホテルがお勧めで
す。申し込み期限が迫っています。日程は12月2日〜5日
の３泊４日です。奉仕内容は寺院の視察がメインです。
なおベトナムにはロータリークラブはなく、米山記念奨
学生だった学友の案内になります。夜の懇親会は、
こち
らから行く５クラブでの懇親会になります。ぜひお気軽に
ご参加ください。

スマイル
池田ガバナー補佐様 村山ガバナー補佐幹事様、ようこそ！
本日は、ありがとうございました！
池田遙愰ガバナー補佐様
本日は、よろしくお願いします。
村山隆之ガバナー補佐幹事様 ガバナー公式訪問例会が実り多き例会になりますように！
藤村会長
池田ガバナー補佐様、
ようこそお越しくださいました！
樋口副会長
第５Gガバナー補佐 池田様、ガバナー補佐幹事 村山様mようこそ！
よろしくお願いいたします！
須田幹事
池田ガバナー補佐様、
ようこそ！
武重会員
ガバナー補佐、
ようこそ！
吉川会員
池田ガバナー補佐、
ようこそ。結婚祝、ありがとう！
大塚信郎会員 ガバナー補佐、
ようこそ！！
長沼会員
先週は地区のマスコミ懇談会を設営してきました。ネット系メディアが参加して
くれて、有意義でした。
岡野会員／小林邦彦会員／齋藤重美会員／井上会員／村岡会員／大木会員／細野会員／
大塚崇行会員／島村会員／関口会員／野瀬会員／斎藤修弘会員／門崎会員／春日会員
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例会日 毎週木曜日 12：30〜13：30
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