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新会員あいさつ

小田切 宏治会員 （株式会社北陽 代表取締役）

本日入会させていただきました小田切宏治と申
します。事業所は上尾市内で31年間、父親が起し
た工事現場の資材レンタルの会社をやっています。
今年５月から私が代表取締役を務めさせていた
だいております。
どうぞよろしくお願いいたします。
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行事予定
10月26日 卓話
米山記念奨学生
鄭 維嘉さん

会長あいさつ

2017-2018年度 藤村 作 会長

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。
本日は、ガバナー公式訪問例会ということで大貫ガバナーと池田ガバ
ナー補佐、村山ガバナー補佐幹事、地区副幹事の寺西様においでいた
だいております。この後、大貫ガバナーには卓話を頂きクラブ協議会
ではご指導・ご意見などを頂戴したいと思いますのでどうかよろしく
お願いいたします。そして、新会員としてガバナーよりバッジを頂い
た小田切さんようこそ、実は2日前に当院で胃カメラ行い異常なしを確
認しています。これから心置きなくロータリーライフを満喫していた
だければと思います。また、独身とのことでブライダル委員会入会も
宜しくお願いできたらと思います。
ではこの一週間の報告です。先週の夜間例会後いつものように2次会
に行ってきたのでしたが、米山奨学生の鄭さんが9月誕生日とのことで
お祝いもかねて行ってまいりました。偶然にもその店に神田さんと名
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取さんがいらしていて、鄭さんを紹介することも出
来ました。鄭さんは23歳になったそうです。樋口カ
ウンセラーの奥様からのプレゼントと誕生日プレー
ト、そしてモエシャンドンでお祝いしました。10月
1日は上尾市文化センターのリニューアルオープン
記念式典があり行ってまいりました。式典では島村
さんが施工業者代表で感謝状を市長より受け取って
いました。文化センターは昭和46年福祉会館として
開館以来46年がたち老朽化したとのことで改装され
たそうです。安全性、利便性、快適性をキーワード
に誰もが使いやすい施設を目指したとのことです。
その日の午後は子供を連れて北本自然観察公園に行
ってきました。そこで自然観察会というイベントに
参加してきたのですが、十五夜に関する話でした。
そこで聞いた話とちょっと豆知識を加えてお話した
いと思います。今年の15夜は昨日でした。十五夜は
旧暦8月15日です。この十五夜ですが立派な満月の
お月様が拝めるのかと思いますよね。でも実は十五
夜にちょうど満月が訪れるのはマレです。月と地球
の公転の関係が理由でピッタリと一致する日はなか
なか難しいようです。十五夜（中秋の名月）は最も
月が美しく拝める日として有名ですがその十五夜（
中秋の名月）に次いで良い月だと言われているのが
「十三夜」の月です。十三夜は「旧暦9月13日」の
ことで、今では十五夜のお月様だけの月見が主流で
すが、十五夜または十三夜のどちらか一方のお月見
しかしないことを「片見月」と呼び、本来は縁起が
悪いといわれていたそうです。「十五夜の月見」は
中国の中秋節という文化から日本で定着したと言わ
れていますが十三夜の月見は日本で生まれた風習の
ようです。すすきは、月の神様を招く依り代として
供えられたと言われています。神霊が依り憑く対象
物のことまた、収穫を祝ったことから派生し、稲穂
に似たすすきを供えるようになったとも。昔からす
すきには魔除けの力があると信じられていました。
ここで北本自然観察公園での話です。すすきには、
葉の両端にのこぎりのような切れ込みが有り、それ
で手を切ってしまうことがあります。これは、コウ
ロギやバッタが葉を食べることによるものだそうで
す。魔除けの力とは、そんなイメージから来たもの
かもしれません。そのため、お月見に供えたすすき
を軒先に吊るすと「一年間病気をしない」という言
い伝えも残っているそうです。本日は長時間になり
ますが皆さん宜しくお願いします。
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◇何回か申し上げているよ
うに、甲子園大会のアルバ
ムを申し込まれた方は
8,900円で引き換えていま
すので、
どうぞよろしくお願
いいたします。

ポ ールハリスフェロ ー 授 与
小林邦彦会員、藤村作会長

例 会 主 題 〜 卓 話
ガバナー 公 式 訪 問

RI.D2770 ガバナー 大貫 等様
平素より地区にご支援
ご協力をいただき順調に
今のところ進んでおりま
す。ありがとうございます。
本日は小田切さんが入
会されたということで、私
も仕事柄、小田切さんが猫をたくさん飼っていたの
で、ずいぶん以前から知っていましたがスマートに
なられましたね。入会おめでとうございます。
また先日は北九州水害支援で急きょお願いを申
し上げました。今月の「ロータリーの友」P20にお礼
文が掲載されています。RI.D2770では３０４万円
が集まりました。御礼を申し上げます。
それでは卓話に移らせていただきます。まず自己
紹介です。上尾西ＲＣの大貫等と申します。職業分
類は獣医療です。1985年、27歳のとき上尾動物病
院を開院しました。
幼少から３匹の犬を飼っていました。３匹目の犬
は私の動物病院で看取りました。16歳だったのです
が当時としては長生きだったのかなぁと思います。
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33年間私は勤務していますが、１つ学んだことは、
「犬の教育と子供の教育は一緒なんだ」ということ
です。お父さんの存在が薄い家のお子さんや犬は、
お母さんの言う事もきかずに自由に遊びまわってし
まいます。さすがにお父さんがロータリアンの家の
犬はとてもおとなしいです。
ロータリー歴についてですが、まず37歳のとき、
1995年に上尾西ＲＣに入会しました。2001〜04年、
地区青少年交換委員会委員になりました。地区に出
向して４年目、04〜05年（北年度）は同委員会の
委員長になりました。05〜06年は財団奨学受入委
員会委員になり、06〜07年はインターアクト委員
会委員、07〜08年は地区青少年育成・インターア
クト委員会委員になりました。この後、クラブに戻
って08〜09年に上尾西ＲＣ幹事、2010〜11年（井
橋年度）でクラブ会長になりましたが、ご存じのよ
うに2011年3月11日に東日本大震災がおこり、4月
・5月に予定していた大きなイベントはぜんぶ頓挫
しました。上尾西ＲＣは台湾・台北に姉妹クラブが
あり、大船渡に友好クラブがありまして、震災後、
静観していたのですが、10日後に台湾からたくさん
の義援金が届き、上尾３クラブに募金をお願いして
4月11日、道路は開通したといってもひび割れて波
打っていた状態でしたが、義援金を手渡ししてきま
した。それがいちばん印象的な年度でした。会長後
はまた地区に呼ばれ、12〜13年は地区財団資金推
進委員会委員、13〜14年（渡邊年度）は同委員会
委員長、2014〜16年は地区財団補助金委員会委員、
16〜17年は地区ガバナーエレクト、現在に至ります。
趣味は自転車です。52歳の時にコレステロール値
が高いと血液検査でひっかかり、当時は太っていて
なかなか痩せなかったのでキャベツダイエットをし
て、4カ月で10kg痩せました。痩せた体重を維持す
るため自転車を始め、大会を目指すようになりまし
た。さまざまな大会に出場するようにもなり、だい
たい成績は参加者数の１／３でした。
本題に入ります。ガバナーになるためにはガバナ
ーエレクト研修セミナーと国際協議会に出席しなけ
ればなりません。今年1月15日〜21日、アメリカの
サンディエゴで開催されました。世界で539地区あ
りますので、539名のガバナーエレクトと配偶者、
そして役員たちで2000名くらいの人たちが集まっ
ての会議になります。今年度、イアンH.S.ライズリ
ーＲＩ会長がロータリーに入って良かったことは、

友人が増えたことと、自分が成長できたことだそう
です。そしてビジネスも広がったそうです。
ロータリーに「変化をもたらす」ためにはＲＩ戦
略計画３つの優先項目が必要とのことです。具体的
には①クラブのサポートと強化②人道的奉仕の重点
化と増加③公共イメージと認知度の向上です。この
３つのキーワードは「持続可能性」です。そして「
地球の持続可能性」も重要です。二酸化炭素排出削
減、地球温暖化防止の観点から、来年4月22日（ア
ースデイ）までに一人一本の植樹をお願いしたいと
いうお話がありました。
ライズリーＲＩ会長による「クラブのサポートと
強化」についてですが、世界人口の男女比は半々に
もかかわらず、ロータリアンの女性の比率は20％し
かいません。これを50％にすること、女性がクラブ
に入会すると多様性・柔軟性が生まれ、また女性の
目線からの奉仕活動ができるので、クラブのサポー
トと強化につながるのではと言っていました。ちな
みに当地区の女性比は7.6％なので、今年度は女性
比を10％にすることを目標に掲げました。当地区の
年度初めは会員数2600名を切っていましたが、年
度終わりには2800名に増強されることを目指して
おります。2600名のうち女性を10%に増やせば
2800名になります。ぜひお願いします。
「人道的奉仕の重点化と増加」ではアウフランク
元ＲＩ理事から、奉仕プロジェクトの①地域のニー
ズを満たしていること②ニーズがある人々を一緒に
巻き込むこと③政府や他団体と協力体制をとること
とありました。協力体制をとることにより「持続可
能」なものになり、受益者が多ければ多いほど地域
社会が関心を持ち、メディアの関心が高まります。
「公共イメージと認知度の向上」はオーティン（
ナイロビ・ラビンドンＲＣ）氏からロータリースト
ーリーを発信しましょうというお話がありました。
ロータリーストーリーとは、ロータリーで感動した
話を伝えることで、またロータリーブランド（マー
ク）をどんどん発信しましょうというお話でした。
ロータリーは「世界を変える行動人である」と締め
くくって国際協議会は終了しました。
地区活動方針は「ロータリー：変化をもたらす」
とＲＩテーマに準じました。地区運営方針は「新た
な行動 新たな感動」です。この１年、少しだけこ
の言葉を頭の隅におきながら奉仕活動を行っていた
だけたらありがたいと思います。

公式訪問の後、クラブ協議会でも大貫ガバ
ナーに貴重なご指導をいただきました。

大貫ガバナー様 公式訪問いただきありがとうございました。
藤村会長、須田幹事、会員の皆様、お疲れ様でした。ありがとうございました！

スマイル
池田ガバナー補佐／村山ガバナー補佐幹事／寺西地区副幹事
藤村会長／須田幹事／樋口副会長／宇多村副幹事／武重会員／
大塚信郎会員／吉川会員／小林邦彦会員／富永会員／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／細野会員／
名取会員／大塚崇行会員／齋藤博重会員／深澤会員／久保田会員／
関口会員／齋藤哲雄会員／野瀬会員／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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当クラブ野球部が親善試合を行いました。

2017. 10. 9 於：上尾市民球場

藤村病院の野球部と親善試合を行いました。親善
試合といえども両チームとも本気モード。芳賀会員
が好投しましたが、相手チームのピッチャーになっ
た須田幹事と守備力の高さに厳しい試合展開にな
りました。野球部ナインの皆様、お疲れ様でした！
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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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