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吉川 徹様
（時間変更）
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2018-2019年度 樋口 雅之 会長

皆さまこんばんは。本日はお忙しい中、本年度第８回夜間例会に多
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。米
山記念奨学生 鄭維嘉さん、ようこそ！ 今月は中国に帰省されてい
たそうですが、二年半ぶりの久々の地元・北京、そしてご家族との交
流はいかがでしたか？ 後ほどご報告とご挨拶をお願いいたします。
さて、先々週はお盆休み、先週は献血活動ということで、久しぶり
の例会場での例会ですね。私事ですが、お盆休みに家族で家内の実家
の京都に帰省し、その折に、甲子園球場に慶應義塾高校の応援に行っ
てまいりましたが惜敗しました。門崎委員長の母校・花咲徳栄高校も
二回戦で横浜高校に惜敗してしまいましたので、来年のロータリー甲
子園大会では、上尾ＲＣチームがリベンジしたいところですね。
さて、先週８月２３日(木)の献血活動にご協力いただいた皆さま、暑
い中、誠にありがとうございました。結果報告は野瀬社会奉仕委員長
にお願いしたいところですが、本日ご欠席ですので、私から概略をご
報告いたします。８月２３日(木)１２：３０〜１６：３０までの約半日
で、受付人数３４名、献血人数２７名、不採血数７名 という結果で
した。当日当番で参加していただいたメンバーの方も感じられたかも
しれませんが、赤十字の方からも、以前より上尾駅前の歩行者の人数
が減ってきているようですねと言われました。曜日と時間帯は毎年一
緒なので、やはり酷暑のせいか、外出を控える市民の方が多いのか、
以上のような結果でした。赤十字の方からご提案として、次回はぜひ
会員事業所の従業員の方々にも早めに周知してご協力をいただきたい
点、金融機関や丸広百貨店さんなどに顔の利く会員さんがいらっしゃ
れば、声掛けにご協力いただきたい点などがありました。次回、来年
春は早めに周知して、献血人数を増やしていきましょう！
その二日後の８月２５日(土)夜に、１２月のクリスマス例会の会場候
補の下見ということで、芳賀親睦活動委員長とともに、北与野駅前の
結婚式場を見学しお食事もいただいてきました。芳賀委員長の事業所
であるセレモニーさん経営の結婚式場なのですが、会場もお食事も大
変素晴らしい場所でしたので、皆さんクリスマス例会にはぜひご家族
同伴で多数ご参加いただけたらと思います。芳賀委員長ありがとうご
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ざいました。
また、台南東北ロータリークラブさんとの友好ク
ラブ締結式の日程につきまして、８月理事会でご相
談し、先方の例会日が月曜日ですので、12月第一月
曜を含む２泊３日、12月２日〜４日か、３日〜５日
のいずれかで、会員親睦旅行として、台南を訪問し
ようということになりました。旅行会社さんと打合
せて日程と金額が確定次第、早めに皆さんにお伝え
します。６月に台南から総勢１３名で上尾にお越し
いただいていますので、ぜひともそれを上回る人数
で台南を訪れたいと思います。ちなみに、先週、台
南の国際奉仕委員長のアキラさんとお電話でお話し
し、12月初旬に台南訪問予定ですとお伝えしたとこ
ろ、先方も10月〜11月と行事が多いので、12月初
旬というのは時期的にベストですと言われました。
また、６月に来日された際、上尾のメンバーから心
のこもった『おもてなし』をしていただき、皆さん
とても感動されまして、上尾の皆さんが台南に来ら
れた際には、大歓迎で盛大な『おもてなし』をしよ
うと意気込んでいらっしゃるとのことでした。
また、国際奉仕関連で、大木さんからご報告があ
るかと思いますが、ベトナム・ダナンにある社会保
障センターに国際奉仕事業を実施したいと考えてお
ります。
正式には９月理事会にて承認後となりますが、こ
れは、1960年代後半に米軍によって使用された化
学兵器「枯葉剤」による後遺症や遺伝子障害が子孫
にわたって影響を及ぼしており、現在は実際に被災
した方々の第３世代〜第４世代の子供たちが重い障
害をもって生まれ、施設で養育されています。自分
で歩くこともできない子供も多く、成人する前に亡
くなってしまう子供も多いそうです。こちらの施設
におむつ・粉ミルク・食事等の奉仕事業を計画して
います。正式に決まりましたら、改めてご報告いた
します。
本日配布されましたガバナー月信ですが、こち
らは前年度・大貫ガバナー年度の最終版となります。
上尾ＲＣ創立55周年記念式典の開催報告、またロー
タリー財団と米山記念奨学会への55周年記念クラブ
寄附の報告が掲載されておりますのでご一読くださ
い。
もうすぐ９月とはいえ、まだまだ残暑が続きます。
皆さま体調管理にはくれぐれもお気をつけください。
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
◇9月のロータリーレート
は１ドル＝１１２円です。
◇職業奉仕部門セミナー
のご案内です。10月4日（木）
17:00〜、パレスホテル大
宮、講師は日高屋の神田創
業社長で、その後、懇親の集いを行います。
この日、当ク
ラブはガバナー公式訪問日ですが、クラブ協議会後に
移動して間に合うと思います。参加希望者は幹事までご
連絡ください。

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

一昨日、中国から帰って
きたばかりで興奮していま
す。
２年半ぶりに帰国した
のですが、北京はまったく
世界が変わっていました。
商品を買う際、現金を使わ
ず、スマホのWeChat Pay（ウィーチャットペイ）でQR
コードを読み取って決済します。外食先ではメニューが
ないお店もあって、店のQRコードを読み取りそこから
注文しそのまま決済されます。現金がまったく使えない
お店が当たり前のようにありました。
韓国にいる妹も帰国していて、家族４人が揃うのは３
〜４年ぶりでした。楽しかったです。北京の空気も少し
良くなっていました。
いちばん良かったのはお母さんの手料理です。
お父さんとお母さんは日本の３年ビザをもっているの
ですが、妹も３年ビザを申請したら、
とても取得しづらい
のに、申請が通ったので、家族が日本に来れる日がくる
かなあと思っています。以上です。ありがとうございまし
た。
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例 会 主 題 〜 部 門 セミナ ー 報 告

青少年奉仕部門 門崎由幸青少年奉仕委員会委員長

セミナーでまずは青少年
育成・インターアクト委員
管理運営部門セミナー
会の説明と、
「自分発見
は、簡単に言うと
「すべては
高校生感動体験プログラ
クラブ活性化のために」
と
ム事業」韓国研修の報告を
いう言葉に要約されます。
聞きました。その後、ロータ
MyRotary登録をクラブ
ーアクターの奉仕体験、RYLA体験発表を聞き、青少年
のＩＴ推進委員を任命して
交換委員会代表者の発表を聞きました。学生たちが発
進め、100%登録達成になりました。
さてクラブ活性化
表する際、目を輝かせていたのが印象に残りました。
ですが、各クラブが直面している課題は、会員数が減少、
委員長として、上尾高校との関係を、
しっかりと継続し
クラブの元気がない、親睦の機会が少ない、ロータリー
ていかなければならないなと感じ、青少年奉仕の観点
のことを良く知らない、奉仕活動がマンネリ化している、
から、ロータリアン一人一人が責任をもって青少年に対
社会的認知度が低い（公共イメージ）、などがあり、クラ
していろいろな道を作っていくのが大事なのかなと思い
ブ改革をしていただきたいということでした。
ました。私は青年会議所時代、ロシアと日本の学生の交
クラブ改革では具体的には５つあります。
１）ロータリ
流をしてきた中で、ロシアの学生から
「ロータリーにはた
ー理念を共有化する。
２）例会の充実を図る。
３）委員会
いへんお世話になった」
という話があったのを思い出し、
活動を活発にする。
４）地域社会とのかかわりを深める。
ロータリーにしかできないことがあると思いますので、
５）組織運営の活性化〜①クラブ協議会の活用②職業
私自身も勉強していきたいと思います。
分類表を整備し会員増強に生かす③「会員満足度調査」
国際奉仕部門 深澤圭司国際奉仕委員会委員長
を実施し会員のニーズを把握する、
とありました。
セミナーの内容は主にビ
理想のクラブ像は、言ったらきりがないでしょうが、私
デオ上映でした。その後、
の印象に残ったのは◇明るく活気に満ちた組織（拍手
グローバル補助金を使っ
が多い、笑顔が多い例会）、◇会員はロータリーライフ
た事業が紹介されました。
を享受し満足度が高い・恩恵を受けている、◇地域社
そしてベトナムへの奉仕は
会から存在価値を認められている、◇理事会がリーダ
大木さんにお願いします。
ーシップを発揮している、◇入会希望者が多い、◇職業
管理運営部門 斎藤修弘クラブ管理運営委員会委員長

人同士としてアイデアの交換が活発である、◇会員の学
びの場になっている、◇「歴史や伝統」に縛られることな
くニーズに合った新しい試みを取り入れている、などが
ありました。
会員満足度調査の一例としては◇クラブの活動を評
価する〜新会員勧誘、会員教育、地域社会におけるプロ
ジェクト、◇委員会や活動への満足度、◇今の例会への
満足度と改善案の提言、などが挙げられていました。
一年ごとに会長は変わっていくますが、
さらにクラブ
が飛躍するために、中長期の計画・・・例えばクラブの５
年後を思い描いて意識統一し、
ビジョンに向けて、年度
を超えて継続的に改革に取り組む（クラブ戦略計画とし
て）
といいのではないかということでした。会員は、例会
や委員会、
プロジェクトに自主的に参加することで、会員
満足度は高まり、クラブは一人一人の会員満足度を高
めることでクラブの組織活力が高まり元気なクラブ・楽
しいクラブになるのではないか、
ということでした。

国際奉仕部門 大木保司 地区国際奉仕委員会委員

昨年12月にベトナム・ハ
ノイの支援をしましたが、
奉仕事業を手伝ってくれた
アンさんに、地元ダナンの
状況を調べてもらい４カ所
の施設のレポートをいただ
きました。鴻巣ＲＣさんが、今年度のベトナム支援の流
れを途切れさせたくないという意思から、補助金も申請
せず今年度中にまた支援を10月に行うそうです。そこで
当クラブ今年度の国際奉仕委員会予算の１割にあたる
３万円をいただき、
また私費での寄付を集めて鴻巣ＲＣ
さんに持っていってもらおうかなと私は考えています。正
式には理事会を経てからになると思いますが、
ご賛同い
ただける方がいましたらよろしくお願いいたします。セミ
ナー報告ではなくなりましたが、今後、深澤委員長とク
ラブ内の委員会を開いていこうと思います。

スマイル
部門セミナー報告 ありがとうございました！
樋口会長 先週の献血活動、
ご協力ありがとうございました！
武重会員 献血、御苦労様でした。
大木会員 残暑お見舞い申し上げます！
長沼会員 来週プログラム委員会を開催します。
委員の皆様、
よろしくお願いいたします。
芳賀会員 来週、家族旅行で
ディズニーランドに行ってきます。
宇多村幹事／須田副会長／斎藤修弘副幹事／
大塚信郎会員／齋藤重美会員／尾花会員／
細野会員／大塚崇行会員／齋藤博重会員／
深澤会員／藤村会員／門崎会員／
春日会員／小田切会員

会員数
欠席数

前々回確定
修正（％）

３5
12

出席数 23
（％） 65.71

88.57

欠席数 4
（Ｍ・Ｕ） 5

第２746回 例会
２０１8. 8. 23

献血活動を行いました！
社会奉仕委員会 野瀬将正委員長

於：上尾駅東口

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）
ＴＥＬ 048-775-7788 ／ FAX 048-776-9799
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