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行事予定
11月29日 ポリオ撲滅カウントダウン
チャリティコンサート
12月 2〜4日 台南東北RC
友好クラブ締結式
（親睦旅行）
12月13日 新会員卓話
坂 佳三会員
12月20日 年次総会、
次年度役員発表
クリスマス例会
（家族例会）

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、本年度第19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 本年度ロータリー財団部門委員長 上尾
西ＲＣ 水野正男様 ようこそ！後ほど、日本語にてご挨拶と卓話を
いただきます。米山記念奨学生 鄭 維嘉さん、ようこそ！後ほど、
ご挨拶をお願いいたします。
前回10月25日(木)の夜間例会以来、久しぶりの例会場での例会とな
ります。この３週間の間のロータリー関連としまして、
①10月31日(水)夜、尾花会員のバッティングセンターにて野球部の
打撃練習会を実施しました。２日後に交流試合を控えての打撃練習と
いうことで、少人数ではありましたが有意義な練習会となりました。
会場をご提供いただいた尾花監督、そしてご参加いただいたメンバー
の皆さま、誠にありがとうございました。
②その２日後、11月２日(金)の夜に、上尾市民球場にて、越谷北ＲＣ
野球部さんとの交流試合を行いました。結果は１４７で上尾ＲＣが勝
利を収めました。勝利はしましたが、それぞれに課題の残る試合内容
だったのかなと思います。来年の甲子園大会に向けて、みんなでがん
ばっていきましょう！試合後は、市民球場近くの極楽湯の温泉でお風
呂に入ってから、越谷北ＲＣさんと懇親会を行いました。お酒を交え
ながら、楽しく交流を深められたかと思います。ご参加いただいた野
球部の皆さま、大変おつかれさまでした！ありがとうございました。
③11月４日(日)、11月最初の例会振り替えということで、地区補助
金プロジェクトとして、ちびっ子剣士育成プロジェクトを実施いたし
ました。上尾剣道連盟の平方剣友会さんの稽古にお邪魔し、子供用の
防具セットを５セット寄贈し、寄贈式の後、ちびっ子剣士と一緒に稽
古で汗を流してまいりました。子供が取り組めるスポーツはいくつも
ありますが、特に剣道は、子供の体の成長に合わせて防具を買い替え
るには親御さんの負担が大きく、心身ともに鍛えられる武道を志した
いという気持ちがあっても経済的になかなか難しいというご家庭が多
い中で、各サイズの子供用防具の寄贈は、先方からも大変喜ばれまし
た。剣道を通じて、将来立派な大人になってくれるちびっ子剣士が一
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人でも増えるよう、願ってやみません。当日は早朝
にもかかわらず、ご参加いただいたロータリアンの
皆さま、そして、お手配をいただいた門崎青少年奉
仕委員長、誠にありがとうございました。
④先週の例会は、11月10日(土)〜11日(日)に大宮
ソニックシティで開催されました地区大会に振り替
えとなりました。初日10日(土)は、主に会長・幹事
・地区役員さんが出席対象で、開会セレモニーに引
き続き、各委員会の報告、前年度収支報告、監査報
告、本年度の地区各部門委員長からの現況報告など
があり、その後、地区指導者育成セミナーとして、
本年度ＲＩ研修リーダーの本田博己様より「奉仕の
理念の実践と日本のロータリー１００周年」という
テーマで講演がございました。夕方からは、ＲＩ会
長代理ご夫妻歓迎晩餐会に参加してまいりました。
二日目11日(日)は、全会員さんが参加対象というこ
とで、まずは本会議の式典の中で、前年度55周年記
念事業で上尾クラブとして米山に寄付をしたため表
彰されました。式典のステージ上のお手伝いを、鄭
さんががんばってくださいました。式典の後、参加
クラブ紹介がございました。本年度は中川ガバナー
の発案でクラブ会長だけではなく全員登壇というこ
とで、当クラブからは約25名が登壇し、そのうち半
数以上のメンバーが野球部のユニフォームと帽子を
着用して登壇しました。客席で見ていた他のクラブ
の会員さんからは、上尾ＲＣのお揃いのユニフォー
ム姿が、７４クラブで一番目を引いていて、よかっ
たですよ！という感想をいただきました。皆さんの
ご協力のお蔭で、上尾ＲＣのＰＲが十分にできたの
かなと思います。ご協力ありがとうございました。
クラブ紹介の後、「実り豊かな奉仕をめざして」の
テーマで、本年度地区補助金大口枠に選出された８
クラブの代表の皆さんによるパネルディスカッショ
ンが行われました。上尾ＲＣは次年度以降、大口枠
やグローバル補助金にも挑戦していくことになるか
と思いますので、須田会長エレクトには大変参考に
なったかと思います。
そして記念公演として、八神純子さんのライブが開
催され、会場は非常に盛り上がりました。その後、
大懇親会と有志による二次会と、長丁場となりまし
たが、ご参加いただいた皆さん、誠にありがとうご
ざいました！
⑤上尾高校インターアクト部の件 昨年度より部
員がゼロになってしまい、活動休止中だった上尾高

校インターアクト部ですが、先日、顧問の鈴木先生
より連絡があり、本年度、年度途中で新入部員が入
部し来年の韓国訪問に参加したいとのことでした。
残念ながら本年度の募集締め切りが過ぎていたので
今回は見送りとなりましたが、その学生さんはまだ
１年生なので来年度応募したいということです。せ
っかくの機会ですので、上尾高校インターアクト部
がさらに活性化するよう、サポートしていきたいと
思います。
さて、今月11月は「ロータリー財団月間」です。
当クラブは、例年、ロータリー財団委員長さんのご
尽力と会員の皆様のご協力により、ガバナー公式訪
問例会までにはＲ財団も米山記念奨学会も、寄付額
１００％を達成しており、本年度も９月末までに両
方とも１００％達成しております。ご協力に心より
感謝いたします。本日の例会主題では、本年度地区
ロータリー財団部門の水野部門委員長さまよりロー
タリー財団月間に因んでの卓話を頂戴いたします。
本日の例会を通じて、ロータリー財団への理解がよ
り深まり、皆さんがインスパイアされ、みんなが我
こそはと競い合うようにロータリー財団への寄付を
促進できるきっかけになれば幸いだと思います。
本日の会長挨拶は以上とさせていただきます。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
◇12月の台南ツアーに参
加される方は、お名前に記
入した「通称」の確認・変更
をお願いいたします。
◇「障害者差別解消法およ
び県条例に係る事業者向
け説明会」開催のご案内がきております。
８月開催予定
だったこの説明会が台風で延期され、2019年１月16日
（水）にあらためて開催されることになりました。参加希
望者は幹事にご連絡ください。
◇先日、須田商店さんで回収したペットボトルキャップ
の総重量は300kgで単価10円、合計3,000円になりま
した。ポリオワクチンに換算すると42.9人分になります。
実はトラックの積載の都合でまだ半分くらいしか回収で
きていません。後日また回収に来ていただく予定です。
◇My Rotaryのお知らせに「Ｊ.ニクラウス氏とのゴルフ
プレーのチャンス」が掲載されています。ニクラウス氏と
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のゴルフプレー権は２５万ドル以上をポリオプラス基金
に寄付した先着12名に贈られます。詳しくはMy
Rotaryをご覧ください。

ロータリー米山記念奨学金授与
鄭 維嘉（てい ゆいか）さん

先週ベトナムから帰ってきました。ベトナムはとても暑
かったです。日本に帰ってきたらすごく寒くて、治りかけ
ていた風邪をまたひいいてしまいました。ベトナムは物
価がとても安く、
９日間のホテル滞在費が日本円で
25,000円くらいでした。富裕層のような暮らしができま
した。ハノイ法科大学の人たちとグループワークをしてき
ました。会話は英語でお互い得意でなかったのですが、
最後のプレゼン発表もやりきりました。来週からはマレ
ーシアとインドから学生が日本に来てグループワークを
行い、週７日のハードなスケジュールが組まれています。
来月からは卒業論文を書き始め、卒業まで気が抜けな
いところです。本日はありがとうございました。

米 山 功 労 クラブ 表 彰
前年度（藤村年度）、
創立55周年記念事
業で行った、米山記
念奨学会への寄付に
対して表彰されまし
た。

ポ ールハリスフェロ ー 授 与
春日会員 おめでとうございます！

ローバル補助金申請の手続きについて体験談を披露し
ていただきました。そして11月29日にポリオ撲滅カウン
トダウンチャリティーコンサートをさいたま芸術劇場で
開催します。上尾クラブさんには移動例会にしていただ
きありがとうございます。チケットを買うだけでなく、ぜひ
素敵な演奏を聴いていただければと思います。
ここで寄付のお願いしたいところですが、ロータリー
財団について知れば、自然に寄付をしようと気持ちにな
っていただけると思いますので、
これ以上言いません。

スマイル

卓話〜地区ロータリー財団部門の活動について
地区ロータリー財団部門 部門委員長 水野正男様

ロータリー財団月間とい
うことでお招きいただきあ
りがとうございます。
2018-2019年度の活動を
紹介したいと思います。
２月
から今年度のＲ財団部門
の活動が始まり、補助金管理セミナーを開催しました。
総額５万ドルの地区補助金特別枠を中川年度で設定し
応募を募りました。
３月はインド3000
地区からのVTT研
修があり、
「水と衛
生」をテーマにして
６名の女性ロータ
リアンが来日し対
応しました。
４月は、20182019年度財団奨
学生の埼玉県知事
公館訪問を行いま
した。
６月は国際基督
教大学で平和フェローの終了式を行いました。
７月28日にはパレスホテル大宮で財団部門セミナー
を行いました。
ここでは平和フェローのディルトン・リベ
イロさんを呼んで座談会を開きました。
この日は地区補
助金大口枠の報告も行われました。
８月には第17期
生平和フェロー２
人が来日し、成田
から三鷹に送りま
した。
平和フェローの
話が続きますが、
９
月には2019-2020年度財団奨学候補生のオリエンテ
ーションを行いました。10月26日には浦和パルコでグ
ローバル補助金セミナーを開催しました。
ここでは
RID2570のＲ財団委員長にお越しいただきブルキナフ
ァソにおけるグローバル補助金の実例を紹介いただき
ました。
また幸手ＲＣの小山寿行さんに財団奨学生のグ

どうぞよろしくお願いいたします。最後に私がつくった標
語ですが、
「もっと世界を知ろう」そして「世界でよい事を
しよう」です。
ご
静聴いただきあ
りがとうござい
ました。

水野財団部門委員長様、
卓話をご披露いただきありがとうございました！

水野正男（R財団部門委員長）本日はありがとうございました。

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／小林邦彦会員／齋藤重美会員／
井上会員／尾花会員／大木保司会員／大塚崇行会員／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／
春日会員／芳賀会員／小田切会員／坂会員
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会員数
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修正（％）

３8
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出席数 25
（％） 65.79

100.00

欠席数 0
（Ｍ・Ｕ） 0

11月4日（日） 於：太平中学校 武道館
青少年奉仕委員会 門崎由幸委員長
【ちびっ子剣士育成プロジェクト】で、子供用防具5セットを平方剣友会さんに寄贈しました。

地区大会（第２757回 振り替え）

11月10日（土）
・11日（日） 於：大宮ソニックシティ
2018〜2019年度 地区大会が盛大に開催されました！
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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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米山記念奨学生

例 会 主 題

