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インスピレーションになろう

行事予定

5月30日 休会

6月 6日  卓話 「日本の防衛力
            自衛隊について」
            航空自衛官 第33代
            航空幕僚長
            齊藤治和様

6月13日 会員卓和「全国から
            注文がくる花屋さん」
            横山泰史会員

6月20日 「一年を顧みて」
　　　　各委員長

6月27日 最終例会

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42回の例会に多数
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。本年
度の例会も本日含めあと６回です。
　先月４月22日には「次年度役員・委員長予定者会議」が開催されま
した。また、先週の例会でご報告のとおり、次年度地区補助金大口枠
に見事当クラブが選考されまして、次年度須田会長年度への準備が着
々と進んでいるところであります。ロータリークラブをはじめ、単年
度制の会においては、年度変わりが近づく今くらいの時期がちょうど
「バトンゾーン」に当たるのかなと思います。
　今から３年前、2016年リオデジャネイロオリンピックの400ｍリレ
ーで、日本男子チームは37秒60のアジア新記録で見事銀メダルを獲得
しました。一人100ｍ×４人で走るリレー競技ですが、もし日本の４人
の選手が他の国の選手たちと一斉によーいドン！で100ｍを走ったとし
たら100ｍではおそらく外国人選手にはかなわないでしょう。しかし、
日本チームはバトンタッチがスピードに乗っており非常にスムーズで
まさにバトンゾーンとチームワークで銀メダルを取ったと言っても過
言ではないと思います。
　わが上尾ＲＣにおいても、この「バトンゾーン」の時期に、メンバ
ー全員の「チームワーク」をもって次年度須田会長にスムーズにバト
ンタッチできればいいなと思いながら、先週５月11日(土)の夜に、家族
と「世界リレー」をテレビで観戦しておりました。男子400ｍリレーの
予選で、いよいよ日本男子チームのレースがスタートし、第２走者、
第３走者とかなりのリードで、缶チューハイを片手に、これは間違い
なく予選通過だなと思っていたところ、第３走者からアンカーへのバ
トンタッチでまさかのミスが出てしまい、残念ながらバトンミスで失
格、予選敗退となってしまいました。
　須田次年度会長も私も、「バトンミス」をしないように気を付けな
がら、あと１カ月半過ごしましょう！
　本日の例会主題は、「次年度計画について」です。本日の主役は、
須田次年度会長、斎藤次年度幹事をはじめとする次年度役員の皆さま
となります。本日もどうぞ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
例会場　東武バンケットホール４F（ポリアス）
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出席　　会員数　　38　　　出席数　　23
欠席　　欠席数　　15　   　（％）　 60.53
前々回確定　　　　　　　　　欠席数 　  8
修正（％）　 　    78.95  　      （Ｍ・Ｕ）     8

出席率

須田悦正会長エレクト

樋口会長、宇多村幹事、須田副会長、斎藤修弘副幹事、
大塚信郎会員、岡野会員、小林邦彦会員、富永会員、
井上会員、村岡会員、尾花会員、大木保司会員、島村会員、
齋藤博重会員、深澤会員、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、丹井会員　

補足です。〇会員親睦旅行は宮古島を予定しています。
以前接点があったものの、その後、うまくつながっていな
くて、また復活出来たらなという思いからです。
〇委員会とは別に行いたいと思っているのが、定期的な
交流会です。日本酒、焼酎、ワインなどの交流会を企画し
ていて、それぞれ講師も呼びたいなとも思っています。
〇会員増強では４名ほど候補がいるのですが、皆さんの
お力もお借りして５名以上を目指したいなと思います。
〇ダナンへの地区補助金大口枠を進めています。３月上
旬～中旬に実施したいなと考えています。
〇インターアクトでの栄北高校との模索を行っています。
というのも、以前、私が教職だった際に勤めていた学校
でつながりがあるからです。次年度、アプローチをしてい
きたいと思います。
〇地区補助金では大口枠のほかに一般枠も申請してあ
り、埼玉学園さんへの支援を企画しています。子どもたち
はスポーツ用品が欲しいそうで、できたら、スポーツ用品
を寄贈しながら、ソフトボール大会ができたらいいなと
思っています。次年度、よろしくお願いいたします。

と、次の奨学生のホストができませんので、できたら全員
の方に寄付をいただけたらと思います。
　それと次年度は、地区のポリオプラス委員会の委員長
を仰せつかっており、10月24日の世界ポリオデーに向
けてグッズ等を作っています。世界ポリオデーへのご協
力をよろしくお願いいたします。

次年度　　島村　健　ガバナー補佐
　次年度、第５グループの
ガバナー補佐を仰せつか
りました。ガバナー補佐幹
事は齋藤博重さんにお願
いして、二人でがんばって
いきたいと思います。
　「ガバナー補佐」は文字通り、小林ガバナーのもと、補
佐ということで、地区とグループ・クラブの関係をよりよく
築いていきたいと思います。ＲＩテーマや、地区の年度目
標は須田会長エレクトが仰った通りで、地区方針として
「世界ポリオデー」10月24日の全クラブ一斉のイベント
開催があり、その記録をとっておいて、地区大会で各ク
ラブからアピールしていただきたいと思います。
　またインターシティミーティングを来年２月に予定し
実行委員長を大木保司さんにお願いしていて、来年４月
にはグループのゴルフコンペを予定し実行委員長を細
野さんにお願いしております。それぞれ、クラブの皆さん
にご協力をお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願
いいたします。

2018〜2019年度 4月　出席表

次年度、よろしくお願いいたします！
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次年度  クラブ奉仕委員会  深澤圭司委員長

◇次年度の年度計画書用
の会員名簿のデータを回
覧しております。ご確認の
ほどお願いいたします。
◇５月30日（木）は休会の
ため、次週５月23日（木）は
夜間例会になります。

宇多村　海児幹事
幹　事　報　告 ます。「参加者の基盤を広げる」は会員増強を一生懸命

やっていきたいと思います。「参加者の積極的なかかわ
りを促す」では、例会以外のイベントを企画しています。
戦略的優先事項のガバナー方針は、大きなインパクト＝
「ポリオを撲滅し、残された資産を活用する」とあります。
　2019-20年度　年次目標（国際ロータリー）は、優先
事項１の目標：「人びとが手を取り合うのを促す」。優先
事項２の目標：「行動する」とあります。
　2019-20年度　地区目標は、ポリオ撲滅を最優先に
なります。なので、例会出席の際のスマイルBOXのほか
に、ポリオ撲滅BOXを設け、100円ずつで構いませんの
で、募金していただければと思っています。
　地区数値目標です。会員数は2770名です。この後、各
委員長予定者に方針を説明いただき、最後にまた具体
的な企画をお伝えしたいと思います。

　須田会長エレクトのお言
葉を聞いて、素晴らしい例
会の設営をしたいと思って
います。またポリオ撲滅活
動からクラブ活性化へとつ
なげていきたいと思います。

　皆さん、こんにちは。次年
度の計画と、各委員会の方
針をこれからお伝えしたい
と思います。まずＲＩの方針
と地区の方針からです。
RID2770のガバナーは越
谷北ＲＣの小林操氏になります。税理士さんです。小林
ガバナーが力を注いでいるのが「ポリオ撲滅」で、10月
24日の世界ポリオデーに、全クラブがポリオ撲滅関連の
イベントを開催することになっています。第５Ｇでは、上
尾西ＲＣさん、上尾北ＲＣさんと当クラブで、合同で企画
ができないか調整しています。
　2019-20年度 ＲＩ会長はアメリカ・アラバマ州・Deca-
turＲＣのマーク・ダニエル・マローニー氏になります。法
律事務所の弁護士です。テーマは「Rotary Connects 
the World＝ロータリーは世界をつなぐ」です。活動の
強調事項の１つに「国連とのパートナーシップ」があり、
ロータリーはより健康で平和で持続可能な世界に向け
た国連の公約を共有＝持続可能な開発目標（SDGs）を
共有していってほしいそうです。ビジョン声明（2018年
発表）の、「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、人びとが手を取り合って行動する世界を目指してい
ます」に則り、“行動すること”が大事であることから、小
林ガバナーエレクトは、「ポリオ撲滅」を掲げています。
戦略的優先事項（2019年7月以降から今後５年間）は、
１）よりインパクトをもたらす。２）参加者の基盤を広げる。
３）参加者の積極的なかかわりを促す。４）適応力を高め
る。とあります。私は次年度、「インパクトをもたらす」では
今までやったことがない試みにチャレンジしたいと思い
 

次年度計画
須田　悦正　会長エレクト

例 会 主 題

次年度  出席委員会  小林邦彦委員長
　プログラム委員会と協力
して楽しく魅力ある例会が
できたらと思っています。多
くの会員の皆さんの出席が
不可欠だと思いますので、
よろしくお願いいたします。

次年度  会員選考委員会  尾花正明委員長
　ぜひ多くの方に入会して
いただきたいのですが、会
員選考委員会としては、出
席ができる方を見極めてい
きたいと思います。どうぞよ
ろしくお願いいたします。

AGEO ROTARY CLUB

大木　保司　会員次年度  会員増強維持委員会  齋藤博重委員長
　須田会長エレクトから、
増強目標５名と聞いており
会長エレクトご自身で数名
の候補がいるということで
心強いですが、尾花会員選
考委員長が仰ったように出
席できる方で、皆さんの中からも候補を挙げていただけ
ればと思います。
次年度  公共イメージ向上委員会  長沼大策副委員長
　次年度のメインは、「世界ポリオデー」に伴うイベント
等で、ロータリーマークおよびEND POLIOをアピール
したいと思います。また地区が開催する「パンフレットコ
ンテスト」にエントリーするため、会員増強を目的とした
パンフレットを作成予定しており、会長幹事様をはじめ、
クラブ管理運営委員会様、会員増強維持委員会様、クラ
ブ研修リーダー様、ロータリー情報委員会様などからも
ご指導をいただければと思います。

次年度  職業奉仕委員会  芳賀克久委員長
　ロータリーの目的や四つ
のテストの唱和では、全会
員の皆さんに公平に当番
を作成したいと思います。
また企業訪問では、会長幹
事様とご相談して進めさせ
ていただきたいと思います。

次年度  社会奉仕委員会  長沼大策委員長
　献血運動支援では、前回日赤の担当者がお越しいた
だいた時に骨髄バンクへ登録の採血もできると仰ってい
たので、時間があったら採血の手続きをしてもいいのか
なと考えています。例年と違った活動では、地区が推奨
する「点字名刺プロジェクト」への協力があります。また、
上尾夏まつりでのごみ箱設置協力を予定しています。

次年度  国際奉仕委員会  春日孝文委員長
　地区国際奉仕部門を通
じて国際奉仕と国際交流
を理解することということ
で、重要なことは台南東北
ＲＣさんとの交流を続けて
いくことだと思っています。
大木保司会員にご指導をいただきながらがんばってい
きたいと思います。

　ベトナム・ダナンへの地
区補助金「大口枠」のプレ
ゼンを会長幹事が行って
いただき、選考の結果、認
められました。前回コーデ
ィネーターになってくれた
アンさんの日本での住所が大阪・豊中市なので、甲子園
大会に帯同して面会を予定していたのですが、アンさん
の来日が７月下旬にずれこんだ都合から、８月に支援計
画を練って、2020年３月に障害児・捨て子養育センター
への水関係の支援実施を予定しています。

次年度  青少年奉仕委員会  齋藤哲雄委員長
　活動のメインは、青少年
育成・インターアクト委員
会活動への参加支援なの
ですが、ここ数年、上尾高
校のインターアクト同好会
が休会状態だということで、
須田会長エレクトと相談して、新しい学校（栄北高校）と
の提携を模索しています。詳細が決まりましたらまたご
報告させていただきます。
次年度  ロータリー財団委員会  樋口雅之委員長
　例年通り、会員の皆さん
への寄付のお願いになりま
す。寄付額では慣例で一部
の方で100％に達していて、
それはそれでありがたいこ
とですが、寄付者率でもな
るべく全員の方にご協力いただいて100％に達せたらと
思います。事業としては地区補助金大口枠への協力や、
10月「藤村病院・健康フェア」においてエンドポリオのブ
ース出展、10月24日「世界ポリオデー」イベントの実施
があります。よろしくお願いいたします。
次年度 米山記念奨学委員会 学友委員会 藤村作委員長
　鄭さんが奨学生を修了・
就職して、次年度は奨学生
がいないということで、それ
に代わる何かを、ということ
を考えています。計画及び
実施方法では例年通り、会
員一人当たり寄付目標額25,000円以上とするとありま
すが、米山も寄付者率が問題で、寄付者率があがらない


