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前年度事業報告・
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7月29日 移動例会
プロ野球観戦
於：東京ドーム
14時プレイボール
（例会場・日時変更）

新旧会長・幹事引継式が行われ、
襟ピンバッヂと襷が引き継がれ
ました。

会長あいさつ 所信表明

皆さんこんにちは。本日はお忙
しい中、2018-19年度の第1回例
会に多数の皆さまにお越しいただ
きまして、誠にありがとうござい
ます。只今、会長幹事引継式にて、
会長バッヂを引継がせていただき
ました。藤村直前会長、須田直前 2018-2019年度 樋口 雅之 会長
幹事におかれましては、前年度55
周年の年度、大変お疲れ様でした。皆さん、お二方に感謝を込めて、
改めて盛大な拍手をお願いいたします。
さて、改めまして、創立56年目の上尾ロータリークラブ会長を仰せ
つかりました、樋口雅之でございます。どうぞよろしくお願いいたし
ます。先ほど藤村直前会長よりとても重い会長バッヂを引き継がせて
いただき、歴史と伝統ある上尾ロータリークラブの第56代会長という
ことで、改めて、気持ちの引き締まる思いと、大きなプレッシャーを
感じておるところです。
思い起こせば、今から丸９年と１週間前の2009年6月25日に上尾ロ
ータリークラブに入会させていただきまして、今月から入会10年目に
入ったところです。祖父も上尾クラブに30年以上にわたってお世話に
なり、また父も病に倒れるまで20数年間、上尾西クラブにお世話にな
りました。
自分が小学生の頃に、父の所属する上尾西クラブのクリスマス例会
に家族で参加させていただいたり、実家のリビングに「四つのテスト」
の額が飾られていたこともあり、ロータリークラブという団体名くら
いは何となく知っていたということと、入会年度の某会長さんより熱
心なお誘いをいただいたこともあり、割と抵抗なく、「はい！か、
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イエスか、喜んで！」の精神で、上尾ロータリーク
ラブの門を叩かせていただいたという経緯がござい
ます。
それから９年間、ここにいらっしゃる会員の皆さ
まと、毎週の例会、各種奉仕活動、親睦活動、スポ
ーツ、飲み会などを通じてとても仲良くお付き合い
をいただき、また、入会２年目より、様々な役職を
通じて貴重な経験をさせていただきました。
そして今から４年前に、当時の久保田幹事より、
次年度副幹事のご指名をいただき、久保田会長の下、
幹事としていろいろと学ばせていただき、本日ここ
に立たせていただいている次第でございます。
入会してからの年数はそこそこ経ってはおります
が、年齢的にも43歳、まだまだ若輩者でございます
ので、会員の皆さまにご迷惑をお掛けすることも多
々あるかとは思いますが、一年間、全身全霊で取り
組んでまいりますので、どうぞよろしくお願い申し
上げます。
さて、本年度ＲＩ会長はバハマ・ニュープロビデ
ンス島のイーストナッソー（East Nassau）RCの
バリー・ラシン氏です。フロリダ大学で保健・病院
運営のMBAを取得された後、医療機関の院長を長
年お勤めになられました。医療関係の様々な団体の
理事・委員長も経験されています。ロータリーでは
ＲＩの数々の要職を歴任され、ロータリー最高の賞
である「ＲＩ超我の奉仕賞」のほか、2010年ハイ
チ地震後のロータリーによる災害救援活動を統率し
た事により、多くの人道賞を受賞されています。ち
なみに、本年度RIのシンボルマークはカリブの海と
空を表し、海を通して世界は隣人であるとも仰って
いました。2018年の国際協議会の第一日目の本会
議では、会長テーマについて自らの体験を通した思
いを情緒的に語られ、「BE THE INSPIRATION
〜インスピレーションになろう〜」と発表されま
した。
2017年のRI理事会でロータリーの新しいビジョ
ン声明、「私たちロータリアンは、世界で、地域社
会で、そして自分自身の中で、持続可能な良い変化
を生むために、人々が手を取り合って行動する世界
を目指しています。」が採択されました。ここで言
う「持続可能な良い変化」とは、前年度の「PETS
報告・地区研修協議会報告」の際にも申し上げまし
たが、同じ奉仕活動を複数年実施するということで
はなく、例えば、食べられる魚を単に寄贈して単年

度で消費してしまうのではなくて、魚の獲り方や養
殖の仕方を教えてあげる、そのために必要な設備や
技術を寄贈してあげることで、奉仕を受けた地域の
人々は、自分たちの力で複数年にわたって持続的に
効果を享受できる、というような意味合いです。
そして、バリー・ラシン会長のテーマ「BE THE
INSPIRATION〜インスピレーションになろう〜」
は、思いつきや閃きといった意味ではなく、良い変
化を生む為に人々が行動するその「原動力」になろ
うという事です。まわりに生気を、息吹を吹き込む
存在になってくださいという事です。
バリー・ラシン会長もスピーチの中で、「なぜな
らロータリーは夢想家ではなく、実行する人の集ま
りだからです。インスピレーションから始めてくだ
さい。ロータリアンの心の奥にある、より良い世界
への切望を呼び起こしてください。超我の奉仕から
インスピレーションを得てください。そして、言葉
で、行動で人々にインスピレーションを与えてくだ
さい。インスピレーションになろう。」と述べられ
ています。どうかこのテーマを皆さんにもご理解頂
き、思いを共有していただけたらと思います。
以上のバリー・ラシンＲＩ会長のテーマ・方針を
受けまして、本年度、第2770地区の中川高志ガバ
ナーは、地区運営方針として、「すべてはクラブ活
性化のために 〜実り豊かな奉仕を目指して〜」を
掲げました。
バリー・ラシンＲＩ会長は、ＲＩ会長候補者面接
で「国際ロータリーはクラブとロータリアンとのつ
ながりを失っています。国際ロータリーはクラブの
実態を把握できておらず、一報クラブはクラブで、
国際ロータリー組織内でなにが起きているのか知ろ
うとしないクラブが多くあります。クラブ・ロータ
リアンと国際ロータリーとの間に効率的で効果的な
コミュニケーションがとれることを願っています」
と語っています。
国際ロータリー組織内で何が起きているのか知ろ
うともしないとはまさに自分のことを指摘されたよ
うな言葉でしたと中川ガバナーは仰っています。た
だ、これはおそらく大多数のロータリアンに共通し
てしまう事実ではないでしょうか。
しかし、同時に国際ロータリーはクラブの実態を
把握できていないというラシン氏の謙虚な発言は私
たちに共感を与えてくれます。よい世界をつくるた
め私たちに必要なのは私たち自身が奮い立つことで
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す。このような思いから中川ガバナーは本年度の地
区運営方針に、「すべてはクラブ活性化のために
〜実り豊かな奉仕を目指して〜」を掲げました。私
も年度を通じて、バリー・ラシンＲＩ会長の方針、
中川ガバナーの方針をできるだけ正確にクラブの皆
さんへ伝え、クラブの活性化と、実り豊かな奉仕へ
と結び付けたいと思っています。
また、中川ガバナーの職業分類はドクターで、人
間ドック専門の病院の院長さんということもあり、
本年度の方針として、「ロータリーと名の付く全て
の会合、行事等は、必ず全て禁煙にしてください。
よく例会場の中は禁煙だが、建物の玄関脇などに灰
皿を設置して、そこで喫煙しているクラブがありま
すが、それはダメですよ！」と仰っています。ポス
ターまで配布されました。会員の皆さまの健康のた
めに、また受動喫煙を防ぐために、中川ガバナーの
方針をできる限り遵守していきたいと思います。愛
煙家の方もいらっしゃいますが、ご理解のほどよろ
しくお願いいたします。
続きまして、本年度の上尾ロータリークラブの会
長方針・事業計画等について、こちらは例会主題の
本年度事業計画発表についてお話しいたします。
また、新任役員挨拶ということで後ほど一言ずつ
いただきますが、快く役職をお引き受けいただきま
した、役員・委員長の皆さま、誠にありがとうござ
います。一年間どうぞよろしくお願いいたします。
そして、年度開始前から、女房役として多大なご
協力をいただいております、宇多村幹事、本当にあ
りがとうございます。会長幹事の二人三脚で頑張っ
てまいりたいと思います。一年間お力を貸していた
だきますよう、よろしくお願いいたします。
米山記念奨学生の鄭維嘉さん、ようこそ！ 大学
生活もあと９カ月ですね。就職も無事に決まったと
いうことで、おめでとうございます。あとは卒業研
究がんばってください。毎週の例会でお待ちしてい
ます。
さて、本年度の上尾ロータリークラブは３４名で
のスタートとなります。７月１日現在の当クラブの
平均年齢は５９．２歳で、これは世界のロータリア
ンの平均年齢６７歳、日本のロータリアンの平均年
齢もほぼ同じですが、上尾クラブは世界や日本のロ
ータリーの平均より約８歳若いクラブということに
なります。他のクラブよりも平均８歳も若い！とい
うことを活かして、ぜひ「全員参加型」で例会や奉

◇2019-2020年 青少年交換プログラムの派遣学生
の募集要項が届いています。推薦の情報をお持ちの方
がいらっしゃったら幹事までご連絡ください。
◇昨日、第4回第5Ｇ会長幹事会に出席してきました。主
にガバナー公式訪問についてでした。追って詳細をお知
らせしたいと思います。
◇台南東北ＲＣが上尾に来られた折、北浦和と川越で
接待をしましたが、参加された方に来週から会費を集金
したいと思います。北浦和が5,000円、川越が10,000円
です。
よろしくお願いいたします。

委員長報告
米山記念奨学委員会 久保田 勲 委員長
本日付けで大塚信郎パストガバナーからご寄付をい
ただいております。ありがとうございます。そして皆さまも
ご協力をお願いいたします。

仕活動を展開していけたらと思います。
本日お配りした年度計画書の24ページに、組織図
がございますが、本年度は「全員参加」ということ
で、各会員の皆さまがご自身の役割分担をご理解い
ただき、年度を通じてご協力いただきたいと思って
おります。委員会の役割以外に、例えば「四つのテ
スト」「ロータリーの目的」唱和の担当、「献血当
番」の担当なども、事前に予定表が配布されますの
で、ぜひご自身の担当の回ではご協力をお願いいた
します。
また、皆さんにトロントでの国際大会のお土産と
して、本年度のテーマバッヂをお配りさせていただ
きました。ガバナー公式訪問や地区大会、各種セミ
ナーのときは襟に付けていただきますようお願いい
たします。また、できれば毎週の例会や各種奉仕事
業の際にも付けていただければ嬉しいです。
それから報告です。本日大塚ＰＧより、ロータリ
ー財団にご寄付を頂戴しました。ありがとうござい
ました。引き続き皆さまにもご協力をいただけたら
と思います。
結びに、本年度は例会も、奉仕活動も、親睦活動
も、「全員参加型」で、来てよかった、楽しかった
と感じていただけるような一年間にしていきたいと
思います。至らぬ会長ではございますが、一年間、
皆さまのご理解とご協力のほど、よろしくお願い申
し上げ、本年度第1回目の会長あいさつとさせてい
ただきます。一年間どうぞよろしくお願いいたしま
す。ありがとうございました。

幹

事

報

告

宇多村 海児幹事
一年間どうぞよろしくお
願いいたします。
◇今月のロータリーレート
は１ドル＝１１０円です。
◇「献血実施のお願い」が
日本赤十字センターから
届いており、
８月23日（木）に行事予定として組み込んで
います。目標は43名です。
ご協力をお願いいたします。
◇「自分発見！高校生感動体験プログラム 就労体験
活動５DAYS」への協力のお願いがきています。実施高
校は岩槻北稜高校と上尾橘高校で11月中の５日間に
なります。就労体験を受け入れてもいいという会員事業
所がありましたら幹事までご連絡ください。

スマイル

一年間、
よろしくお願いいたします！

樋口会長／宇多村幹事／須田副会長／斎藤修弘副幹事／
武重会員／岡野会員／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／尾花会員／大木会員／大塚崇行会員／
島村会員／齋藤博重会員／深澤会員／久保田会員／
関口会員／藤村会員／齋藤哲雄会員／野瀬会員／
長沼会員／坂本会員／春日会員／芳賀会員／小田切会員
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前々回確定
修正（％）

３4
5

出席数 29
（％） 85.29

89.19

欠席数 4
（Ｍ・Ｕ） 9

ロータリー財団委員会 藤村 作 委員長
本日付で大塚信郎パストガバナーから1,000ドルのご
寄付をいただいております。ありがとうございます。皆さ
まもご協力をお願いいたします。

ロータリー米山記念奨学金授与
米山記念奨学生

鄭 維嘉（てい ゆいか）さん

この後、新任の各委員長さんからあいさつを
いただきました。一年間よろしくお願いします！
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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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