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インスピレーションになろう

行事予定

10月 4日 ガバナー公式訪問
　　　　ガバナー中川高志様
10月13日 社会奉仕事業
　　　　藤村病院健康フェア
　　　　ポリオ撲滅キャンペーン
10月18日 卓話 地区米山記念
　　　　奨学委員会委員
　　　　川田淳也様（上尾西RC）
　　　　ファム ティ イェンさん
10月25日 会員増強意見交換会

2018-2019年度　樋口 雅之 会長会長あいさつ
　皆さまこんにちは。本日はお忙しい中、本年度第11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。本日は、
国際ロータリー第2770地区第５グループガバナー補佐　山口光男様
ようこそいらっしゃいました。後ほどご挨拶と卓話を頂戴いたします。
また、会員の皆さま、本日はいよいよ再来週10月4日に迫った、中川高
志ガバナー公式訪問の準備となります。例会後にクラブ協議会がござ
いますので、長時間となりますが、よろしくお願いいたします。また
中川ガバナーの方針として「禁煙」と掲げられておりますので、ご理
解をお願いいたします。
　まずは先週に引き続き、台風21号と北海道地震の被災地への義援金
箱をお回ししておりますので、皆さまのご協力をお願いいたします。
一昨日は、埼玉でも地震がありましたね。加須市で震度４、春日部市
で震度３を記録したそうですが、上尾の辺りは揺れたんでしょうか。
地震発生時に私はちょうど車で移動中だったので、地震があったこと
に気づきませんでした。夏にセミが鳴かなかった年に大地震が起きた
ことがこの300年で宝永大地震と富士山の大噴火、そして関東大震災と
２回あった。そして、夏にほとんどセミが鳴かなかった今年、北海道
地震が起きてしまったというお話しを以前にさせていただきましたが
これ以上地震や災害が来てほしくないものです。
　また、台風２１号で大きな被害を受けた、関西国際空港の連絡橋の
電車が一昨日火曜日から復旧、冠水してしまった第１ターミナルは明
日金曜日から正常ダイヤで離着陸できることになったそうです。
　台風も地震も、被害に遭われた皆さまへ心より御見舞申し上げます
とともに、被災地の１日も早い復旧をお祈りいたします。
　さて、先週の例会での会長あいさつの最後に、読売新聞でチケット
をいただいたので、例会後に娘と東京ドームに巨人戦の観戦に行って
きますとお話ししました。例会・理事会が終わってすぐに電車で東京
ドームに向かい、16時すぎに到着して、スワローズとジャイアンツの
練習風景を見ていました。朝に娘から、お酒を飲み過ぎて試合中に眠
ってしまったら、二度と一緒に行ってあげないよ、と釘を刺されてい
たので、生ビール１杯を２時間かけてゆっくりと飲みました。18時に
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宇多村　海児幹事
◇会長挨拶にもあったよう
に再来週10月4日に中川ガ
バナーの公式訪問が予定
されています。皆さんに於
かれましては年度計画書、
手続要覧、年度のバッジ着
用をお願いいたします。
◇前々回の幹事報告でご案内した、10月4日の17時か
らパレスホテル大宮で2770地区の職業奉仕部門セミ
ナー「夢は語るもの」講師：神田正氏（日高屋　代表取
締役会長）をご案内させていただきましたが、まだお席
に余裕があるそうですので、ぜひご参加いただければと
思います。希望者は幹事までご連絡ください。

試合開始となり、部活動が終わった娘が18:15頃に
ドームに到着したので、チケットを持って入場ゲー
トまで迎えに行きました。娘と合流して、お弁当を
買おうかと二人でお弁当屋さんのあたりを歩いてい
ましたら、背後から男の人に声を掛けられました。
振り向いてみると、なんと実弟でした。お互い、こ
の日に観戦に来ているのも知らないですし、何万人
も観客が居る東京ドームでバッタリ出会うとは、ビ
ックリ！すごい確率だな、と大笑いでした。という
か…一緒にいたのが娘で、本当によかったです。
　さて、先週の理事会におきまして、本年度の親睦
旅行の日程と内容が決まりました。すでに皆さまの
ところへＦＡＸにてご案内をさせていただいており
ますが、12月２日(日)～４日(火)の２泊３日で、親
睦旅行として台南を訪れ、前年度藤村会長年度に
「覚書」を調印した、台湾3470地区の台南東北ロ
ータリークラブさんと「友好クラブ締結式」を行い
ます。これから友好クラブとして、またゆくゆくは
姉妹クラブとして、末永く交流していくことになり
ますので、是非、台南東北ＲＣの皆さまと親交を深
めてきたいと思います。１泊目は高雄、２泊目は台
南に泊まり、それぞれの地域を観光し、会員相互の
親睦交流も図りたいと思います。前にもお話ししま
したが、今年６月に台南の皆さまが総勢13名で上尾
にお越しになり、とても楽しく有意義な交流ができ
ました。12月の親睦旅行では14名以上で台南を訪
れたいと思いますので、皆さまスケジュールを調整
していただきお一人でも多くのメンバーにご参加い
ただけたらと思います。また、ご家族の参加も大歓
迎ですので、ぜひ奥様同伴で台南へ行きましょう！
　さて、再来週10月４日が中川高志ガバナー公式訪
問ということで、ぜひ当日に新会員の入会式を行っ
て、中川ガバナーにロータリーバッヂを授与してい
ただきたいと、メンバーの皆さまのご尽力をいただ
き、先日、宇多村幹事がご本人と面談し、２名の方
に入会申込書を書いていただくことができました。
１人は私と同い年の43歳、もう１人は47歳と、お
二人ともお若い方です。早速、会員選考委員会と臨
時理事会を開催し承認されれば、ガバナー公式訪問
のときにお二人の入会式をと考えていたのですが、
実はガバナー公式訪問の当日10月４日が、某青年団
体の全国大会と重なっており、今回の入会希望者２
名とも、その大会に出席しなければならず、当日は
不在ということが、つい最近判明いたしました。で

幹　事　報　告

すので、残念ながらガバナー公式訪問の日は入会式
の該当者がいないということになってしまいます。
大変申し訳ございません。今から今週いっぱいくら
いの間に入会申込書を書いてくれるという方がどな
たかいらっしゃれば、是非ご紹介いただけたら助か
ります。
　また、会員さん、委員長さんの中にも、10月４日
に同じ大会への出席義務がある方が数名いらっしゃ
るようで、また、この日は「上尾市民ゴルフ大会」
も重なっており、そちらに出場される委員長さんも
いらっしゃるそうです。もし公式訪問の日に出席が
難しいという場合は、お手数ですがご自分の委員会
の副委員長さんや委員会メンバーさんにクラブ協議
会に代理出席と発表をしていただきますよう、予め
ご依頼をお願いいたします。
　本日の例会主題は、山口ガバナー補佐による卓話
と、10月４日の中川ガバナー公式訪問準備です。本
年度バリー・ラシンＲＩ会長のテーマ「Be The 
Inspiration～インスピレーションになろう～」お
よび本年度2770地区　中川高志ガバナーの地区運
営方針「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～」について、
皆さまに再認識とより深いご理解をいただき、ガバ
ナー公式訪問を迎えるための準備となります。
　本日の例会後はクラブ協議会ということで各委員
長さんに本年度の委員会活動方針について発表して
いただきます。本日の会長挨拶は以上とさせていた
だきます。本日もどうぞよろしくお願いいたします。
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RL I修了証授与

委員長報告

深澤圭司会員にRLI PartⅠ修了証が授与されました。

親睦活動委員会　芳賀克久委員長

例 会 主 題 ～ 卓 話

　会長あいさつにもありま
したが、12月に台南東北Ｒ
Ｃさんへの友好クラブ締結
を兼ねた親睦旅行を12月
に予定しております。申込
期限は9月27日になってい
ます。大勢の会員＆ご家族の皆さまのご参加をお願いい
たします。

ガバナー公式訪問準備
第５G ガバナー補佐 山口光男様 （鴻巣水曜RC）

　本日は公式訪問２週間
前ということでお邪魔させ
ていただいております。第5
グループ　８クラブのうち、
現在５クラブが公式訪問を
終わらせています。中川ガ
バナーは、地区大会までに公式訪問を終わらせようと、
ハードに、楽しみながら忙しくやっております。
　中川ガバナーは本音で言ってきて、意外な言葉を発
することもあります。禁煙については仕事柄、人間ドック
専門のドクターですので厳しく言ってきます。
　さて上尾クラブさんは、先ほどお聞きしたら新会員３
名入会ということで、ぜひ会長の目標の40名にしていた
だきたいなと思います。鴻巣水曜も37名ですので、お互
いにがんばっていきたいなと思います。当日、新会員が
いれば豪華な記念品が用意してあったようですが、当
然、推薦者にも記念品を後日だすと言っていますので、
ぜひがんばってほしいなと思います。なお新会員の研修
・指導はどうするか、委員会があるだけでなく、機能して
いるかどうか、ぜひ新会員が退会しないよう、クラブ研
修リーダーさんや推薦者さんにフォローをお願いでき
ればと思います。
　さて公式訪問の当日、点鐘では金のゴングを持ってき
ます。これは日本ロータリー100周年記念委員会で作っ
たものだそうです。支度としては10月なのでネクタイをし
ていただきたいと思います。それとMy Rotaryの登録は
いかがでしょうかと聞かれます。地区では37-38％です。
財団や米山の寄付、新会員などすべてクラブセントラル
に反映されていますので、My Rotaryはぜひ全員の登
 

◇MyRotary100％の登録と、ロータリー賞へのチャレ
ンジをお願いしますという連絡が地区からきています。
◇10月8日（祝）、本年度の上尾市スポーツ少年団　上
尾ロータリークラブ杯争奪ソフトボール近隣交流大会
が開催されます。こちらは会長幹事で出席予定です。
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例会日　毎週木曜日　12：30～13：30
例会場　東武バンケットホール４F（ポリアス）
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山口がバナー補佐、ようこそ！
　　　　　ありがとうございました。

スマイルスマイル

山口光男ガバナー補佐　ガバナー公式訪問、よろしくお願いします。
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／井上会員／尾花会員／
大木会員／大塚崇行会員／齋藤博重会員／深澤会員／藤村会員／
野瀬会員／長沼会員／門崎会員／春日会員／芳賀会員

クラブ協議会①お疲れ様でした。ガバナー公式
訪問当日、どうぞよろしくお願いいたします！

出席　　会員数　　３5　　　出席数　　22
欠席　　欠席数　　13　   　（％）　 62.86
前々回確定　　　　　　　　　欠席数      6
修正（％）　 　    82.86 　      （Ｍ・Ｕ）    2

録をお願いいたします。
　10月ということで、年度計画書に基づいて各委員会が
動いていると思います。事業も少し始まっていると思いま
すので、現状、どれくらい進んでいるかの発表をざっくば
らんに飾らずに仰っていただければと思います。
　クラブの年度計画書の中に定款があると思いますが、
定款にそってクラブの組織が構成されているかも厳しく
尋ねられます。クラブ管理運営委員会、会員増強維持委
員会、公共イメージ向上委員会など定款にそっているか
どうか、当日は注意してほしいなと思います。
　各委員会の委員長が発表すると思いますが、委員長
が欠席の場合は、代理の方をお願いいたします。
　例会とクラブ協議会の間に記念撮影をすると思いま
すが、ガバナーは中央に座りません。ガバナーとガバナ
ー補佐は、クラブを支えるという意味で両サイドに立ち
ます。承知しておいていただければと思います。
　それから公式訪問例会の出席率が100％だったのは
第5Ｇ内では北本さんだけでした。各クラブ平均は85％

くらいですので、全員出席を目指し、最終的には８割以
上の出席率になればいいかなと思います。
　またクラブによってはさまざまな委員会があると思い
ます。たとえば上尾さんはホビー委員会があったり、会長
会、シニア会などありますので、飾らずに説明をお願いい
したいと思います。
　あとはガバナーに質問があれば、事前に仰っていただ
ければ話しておきます。たとえば鴻巣水曜では、ペットボ
トルキャップを鴻巣には回収業者が来てくれないので、
地区の事業であるにもかかわらず不具合がある部分も
あるなと思っています。
　また台南東北ＲＣさんとの友好クラブを今年締結さ
れるそうですが、せっかく締結されるのですから、できる
だけ友好クラブとの交流の仕方を注意して、うまく続け
ていただければと思います。あとはクラブ協議会の中で
リハーサルをさせていただければと思います。当日のク
ラブ協議会では、なるべく大勢の方に出席していただけ
ればと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

例会後に、ガバナー公式訪問にむけてクラブ協議会①（リハーサル）を行いました！


