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会長あいさつ

2018-2019年度 樋口 雅之 会長

皆さまこんにちは。本日はお忙しい中、本年度の第２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。また
先週の第１例会、誠にありがとうございました！本日は、第５グルー
プガバナー補佐 鴻巣水曜ＲＣ 山口光男様、また、上尾市 健康福
祉部 障害福祉課 鈴木康仁様、ようこそいらっしゃいました。
まずは、先週の西日本集中豪雨により200名を超える方々が尊い命を
奪われ、数十名の方がまだ安否不明、また１万人以上の方が避難生活
を余儀なくされているということで、亡くなられた方々には心よりお
悔やみ申し上げ、また被災された皆さまには心よりお見舞いを申し上
げます。安否不明の方が早く見つかりますよう、また、13府県にも及
ぶ被災地が一日も早く復興されま
すよう、心よりご祈念申し上げま
す。本日と来週の例会にて、義援
金の募金箱を各テーブルにお回し
させていただきますので、皆さま
のご協力をお願いいたします。
また、それ以外にもこの一週間で大きなニュースがいくつかありま
した。一つめは、オウム真理教の麻原彰晃こと松本智津夫死刑囚はじ
め、計７人のオウム死刑囚が同日に死刑執行されたというニュース。
オウム真理教が引き起こした事件のうち最も衝撃的なものとして、地
下鉄サリン事件は、1995年3月20日午前８時頃に起きました。私は当
時、大学２年生の春休み中で、都内には行っていなかったので巻き込
まれたりはしませんでしたが、テレビニュースの中継映像は今でも鮮
烈に覚えています。13人の尊い命が奪われ、６千人以上が負傷、今で
も後遺症と闘っている方々が大勢いらっしゃいます。無差別テロや殺
人を繰り返すような団体の首謀者たちなので、死刑は当然というとこ
ろでしょうが、今後、このような事件が起きないことを切に願ってお
ります。
二つめは、タイ北部チェンライ郊外の洞窟に閉じ込められた少年ら
13人が全員救出されたというニュース。救出方法を模索中に、プロの
ダイバーが潜水中に亡くなるという事故もあり、救出は極めて困難か
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と思われましたが、世界が固唾をのんで行方を見守
った少年たちの救出作業は、消息を絶ってから18日
目に全員の生還で完了しました。希望を捨てずに、
暗い洞窟の中で18日間がんばったサッカー少年たち、
全員助かって本当によかったと思います。
さて、先週の第１例会から一週間のロータリー関
連についてのご報告です。まずは、７月７日(土)、
南浦和の「さいたま市文化センター」にて、午前中
がクラブ研修リーダーセミナー、午後は管理運営部
門セミナーが開催されました。当クラブからは、島
村ガバナー補佐エレクトが午前＆午後と一日通して
参加、斎藤修弘副幹事と私が午後の管理運営部門セ
ミナーに参加してきました。詳細は、来月のセミナ
ー報告例会にて各参加者からご報告いただきますが、
私が特にポイントと感じた部分のみ、かいつまんで
お話ししますと、本年度のＲＩ会長テーマ「BE
THE INSPIRATION」と、中川ガバナーの方針
「すべてはクラブ活性化のために 〜実り豊かな奉
仕をめざして〜」を実現させていくために、ポイン
トとなるのは、
①ロータリーのことをみんなで知ろう
（全員対象の勉強会の開催など）
②何かが得られる例会
（出席したくなる・楽しいなど）
③委員会活動を活発にする
（クラブに見合った委員会構成を考える等）
④地域社会との関わりを深める＝認知度向上に向け
て、地域のニーズに合った奉仕活動や公共イメー
ジ向上を考える。
⑤会員がクラブに何を求めているのか
（満足度調査等を実施）
これらがクラブ活性化のための原動力になるのでは
ないかという点でした。
また、ロータリー賞へのチャレンジということで、
前年度ＲＩ会長賞を受賞された松伏ＲＣさんの事例
発表がありました。
その他に、ＲＬＩ（ロータリー・リーダーシップ
・研究会）が９月・１１月・３月・５月に開催され
るので、各クラブ最低１名は受講してくださいとの
ことでした。
受講者は当該年度の会長が指名することとなって
いますので、私から指名があった際には、是非、は
い！か、イエス！か、喜んで！の精神でご協力をお
願いいたします。

また、My Rotaryへの100％登録を実践してくださ
い。というお話しも再度ありました。前年度100％
を達成された川口北ＲＣさんの事例発表がありまし
たが、それはＩＴ担当者を決めて、まだMy Rotary
に登録していない会員さんのメールアドレスを、担
当者が機械的に作ってしまい、自動的にマイロータ
リーに登録してしまう！というものでした。本年度
は、斎藤修弘副幹事と長沼会員にＩＴサポート担当
をお願いすることになりましたので、My Rotaryに
まだ登録されていない会員の皆さまは、このお二人
にサポートしていただくか、ＰＣが全く触われない
という方は、完全「お任せ」でアカウント登録もで
きますので、是非、10月4日の中川ガバナー公式訪
問までに、My Rotary100％登録を実現しましょう！
７月７日を皮切りに、７月は、毎週末に各部門セ
ミナーが予定されています。該当する委員長さんに
は、お忙しいところ、また暑い中、大変恐縮ですが
部門セミナーにご出席いただき、有益な情報をクラ
ブに持ち帰ってきていただきたいと思います。
続いて、一昨日、7月10日(火)に、上尾市の畠山
稔市長にご挨拶に伺ってまいりました。前年度中に
市長が交代され、６月に上尾ＲＣの名誉会員への打
診をいたしましたところ、快諾をいただきましたの
で、その御礼と年度計画書の手渡し、本年度のＲＩ
テーマや当クラブの事業計画についてお話ししてき
ました。また、3月16日に開催された55周年記念式
典へのご臨席の御礼と、55周年記念誌の手渡しもし
てきました。畠山市長からは、ロータリークラブの
ような組織に参加して、仲間づくり、人脈づくりを
しながら、奉仕活動をしていく、本当に素晴らしい
ことであり、上尾ＲＣの皆さまに敬意を表します。
ベテランメンバーと若いメンバーとで、力を合わせ
て、積極的に活動して、上尾市を盛り上げていって
ください。と激励のお言葉を頂戴してきました。
同日７月１０日(火)午後は、大宮ソニックシティ
にて、事務局研修会がございました。こちらは、事
務局の久井さん、荒井さんと、宇多村幹事にご出席
いただきました。各部門セミナーでは、ペットボト
ルのお茶しか出ませんが、この事務局研修会ではな
んとワインが振る舞われ、お土産にもワインが配ら
れたということで、待遇がずいぶんちがうものだな
と驚きました。ご参加のお三方、ありがとうござい
ました。宇多村幹事は丸一日でしたね。
さて、本日は、例会主題に入ります前に、上尾市
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7月10日、畠山稔 上尾市長に表敬訪問しました

障害福祉課の鈴木様より、障がい者差
別解消に関するセミナーのＰＲを行っ
ていただきます。その後、例会主題で、
まずは中川ガバナーのビデオレターを
ご覧いただきます。これは中川ガバナ
ーが、各クラブの会員の皆さんと少し
でも距離を近づけたい、また「全ては
クラブ活性化のために」というテーマ
を少しでもご理解いただきたい、とい
うことで、本年度は毎月１回配信され
るということです。ビデオレターをご
覧いただいた後に、第５グループ山口
ガバナー補佐より、ごあいさつと、年
度初めにあたっての卓話を頂戴いたし
ます。本日もどうぞよろしくお願いい
たします。

幹

事

報

告

宇多村 海児幹事
◇８月23日（木）の例会は
献血活動に振替になります。
12:30〜16:30までで当番
表ができあがっていますの
で改めてご案内させていた
だきます。
◇10月15日（月）、栃木のプレステージカントリークラブ、
東コース・西コースで地区大会記念、ポリオ撲滅チャリ
ティゴルフコンペの案内が来ています。申込期限は８月
10日までです。参加希望者は幹事までご連絡ください。
◇桶川イブニングＲＣさんの事務局が移転したそうです。

るご案内でお訪ねしました。法律の内容は「不当な差別
的取扱いの禁止」
と
「合理的配慮の提供」が大きな柱に
なってきます。詳細についての説明会を埼玉県が上尾・
桶川・伊奈地域で開催させていただきます。ぜひとも事
業者の皆様（代表者のみならず従業員様にも）にご参加
いただければと思います。
よろしくお願いいたします。

中 川 ガバ ナ ー ビ デ オレター

ビ ジター ゲ ストあいさつ
上尾市健康福祉部 障害福祉課 主任 鈴木康仁様
例年、上尾ＲＣ様には丸
広で障がい者作品展示即
売会を主催していただき、
イベント期間中にもさまざ
まなご支援をいただき感謝
をしております。本日は、平
成28年4月1日から施行された「障害者差別解消法」い
ついて、本年８月９日（木）午後１時半〜４時、上尾市コ
ミュニティセンターで「事業者向け説明会」が開催され

第５G ガバナー補佐 山口光男様（鴻巣水曜RC）
皆さんこんにちは。私は
1952年（昭和27年）生ま
れで、仕事は土地家屋調査
士です。いま世の中は景気
が良く、我々の仕事が忙し
い時も景気がいい時です。
中川年度が始まって毎日忙しいです。本日で４クラブ目
の訪問になります。先月は国際大会に行ってきまして、周
到な準備をしたつもりでしたが、スマホの充電器の端子
を忘れてしまい、ガバナーナイトの時に上尾クラブの春
日さんに端子をいただきまして、
とても助かりました。私
は４回目の国際大会で井原ＰＧたちと７人のグループ
で行ったのですが、ぜひ国際大会には仲間を募ってい
かれるとよろしいと思います。
バリー・ラシンＲＩ会長のテーマ「BE THE INSPIRATION」はわかりづらいかと思われますので、わかり
やすく言います。The Inspirationとはまわりの人や物
をインスパイアさせる存在です。インスパイアは『鼓舞す
る・激励する・発奮させる』
という意味と英和辞典に書か
れています。インスピレーションを、クラブやほかのロー
タリアンに与えてください。自分よりも長く後世にも生き
続けるものを生み出すために、行動を起こす意欲を引き
出していただきたいのです。上尾クラブさんはとても若
い世代の方が多く、樋口会長もお若いので、ぜひまわり
を鼓舞させて、引っ張っていっていただきたいと思いま
す。
さて地区の運営方針は「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―」です。2018-19年
度の地区目標で特に皆さんにお願いしたいのは、My

スマイル
第５G ガバナー補佐 山口光男様
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／村岡会員／尾花会員／大木会員／
細野会員／大塚崇行会員／齋藤博重会員／深澤会員／
関口会員／藤村会員／野瀬会員／長沼会員／門崎会員／
春日会員／芳賀会員／小田切会員

Rotaryに100％登録することです。
これは必ず実現して
いただきたいと思います。100％登録しないとロータリー
賞ももらえません。ぜひ取り組んでいただきたいと思い
ます。
また会員数の増強維持をお願いしたいと思います。中
川ガバナーは地区の会員数2770名を目指していて、そ
うすると各クラブ７％の増強をしていただくことになりま
す。上尾クラブさんは34名とのことですので、ぜひ40名
になるように頑張っていただきたいと思います。あと女性
会員の入会を増やしてください。女性が入るとクラブの
雰囲気も明るくなります。
財団や米山の寄付についても、100％達成を目指して
いただきたいと思います。来年は大口の地区補助金もあ
りますので、ぜひ上尾クラブさんにも申請していただきた
いなぁと思います。
また「公共イメージと認知度の向上」に関することで、
上尾の３クラブは、商工会議所が発行する広報誌に各
クラブが掲載されるのですね。ぜひそちらで公共イメー
ジを向上させていただければと思います。
最後に第５グループのインターシティミーティングは、
来年２月２７日（水）にクレア鴻巣で開催予定です。
また
第５グループ親睦ゴルフコンペは４月３日に鴻巣ＣＣで
予定されています。ぜひご参加いただき、楽しい時間を
過ごしていただければと思います。
まとまりませんが、私
からは以上になります。一年間よろしくお願いいたします。

一年間、
よろしくお願いいたします！
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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）
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