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新旧会長・幹事引継式が行われ、
襟ピンバッヂと襷が引き継がれ
ました。
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2019-2020年度
会 長 須田 悦正
幹 事 斎藤 修弘
副会長 宇多村海児
副幹事 深澤 圭司
編集責任者・公共イメージ向上委員会
委員長 横山 泰史

行事予定
7月18日 クラブフォーラム①
前年度事業報告
7月25日 納涼例会
於：上尾丸広
屋上ビアガーデン

会長あいさつ 所信表明

皆さんこんにちは。まずはここ
に、こうして立って居られること
は上尾ロータリークラブの皆様の
お蔭です。また幹事に指名してい
ただいた藤村パスト会長のお蔭で
す。そして56年という歴史と伝統
を築かれてきた今までの上尾ロー 2019-2020年度 須田 悦正 会長
タリーメンバーのお蔭です。この
ような素晴らしい機会を与えてくださり本当にありがとうございます。
私は上尾ロータリーの人が好きです。何より皆さんが寛大です。この
少しだけ風変わりな私を受け入れてくれて会話してくれます。そして
いろいろと助けてくれます。何より、雰囲気が明るく楽しくみんなが
元気です。このクラブは全員が、それぞれ違う意見や主張を持ちなが
らも一つの方向に向いていると感じています。素晴らしいクラブだと
思います。私がロータリーに所属している「意義」と「志」について
少しお時間をいただきます。
笑われてしまうかもしれませんが、私は常に「人の役に立ちたい」
と思っています。人が笑ってくれたり、人に喜ばれたりするのが大好
きです。中学生の頃、少し生き方に彷徨いました。勉強もしなければ
運動もしない。何をして行けば良いかわからず、ただただ時間が過ぎ
ていくだけの時間を過ごしていました。今考えると一番苦しい時期だ
ったように思います。ただ、あの時の「心」は未だに消えることがあ
りません。まだ引きずっているようにも思います。その後、ある先生
の助言や支えによって「暗黒時代」から抜け出せました。そして進路
を決める際は全く迷いませんでした。「先生」になって「迷える子羊
たち」の役に立ちたいと思い、高校教師になりました。若いせいか最
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も突っ走っていた時期でした。「迷える子羊たち」
のためならばなんでもしました。その後は紆余曲折
があって少しだけ大人になって「上尾」の地に戻っ
てきました。それからずっと「人の役に立てるよう
になりたい」と思っています。そんな中、上尾ロー
タリークラブに誘っていただき、そこからロータリ
ークラブの理念や活動を知ることになりました。知
るほどに好きになりました。勝手ながらロータリー
を理解すると「人の役に立つ」「みんなのためにな
るかどうか」素晴らしい理念だと感じています。人
生を振り返った時に、「人の役に立つことを」「人
の為になることを」してきたなと少しでも思えたら
いいなと思っています。そういう意味で「ロータリ
ー」は私にとって、とても意味のあるとても大切な
AMIGOです。
続いて、1年間のテーマをお話しさせていただき
ます。
2019-2020年度RIテーマ「ロータリーは世界を
つなぐ」です。マーク・ダニエル・マローニーRI会
長は、アメリカ、アラバマ州出身の弁護士です。
ロータリーの礎は「つながり」です。若い弁護士と
してシカゴにやってきたポール・ハリスがロータリ
ーを創設した最大の理由、それは見知らぬ街でほか
の人たちと「つながる」ことでした。それから1世
紀以上が経った今、私たちの周りにはポール・ハリ
スの時代には想像もできなかったような友情とネッ
トワークを築くための方法が数多く存在します。そ
れでも、ロータリーにおける「つながり」は独特で
あり、ほかに類を見ません。
2019-2020年度地区テーマ「ポリオ撲滅活動か
ら、クラブ活性化へ」です。
小林操ガバナー（越谷北RC）のお言葉です。
ご自身のお子さんが小さい時を、またお孫さんを思
い出してください。風邪をひき発熱し、ダラダラ続
いたら、心配するでしょう。そして、それがポリオ
だったら。治す薬がない。一生障害が残ると医者か
ら言われたら、親の気持ちは誰でも一緒です。あと
少しで、天然痘以来２つ目の感染症が根絶されます。
身近な実感として、ポリオ撲滅活動を最後まで成し
遂げましょう。10月24日は第2770地区全クラブで
のポリオ撲滅活動が行われます。会員の皆さん是非
ご協力をお願いいたします。
2019-2020年度本年度テーマ「アガペー」です。
アガペーとは無償の愛です。見返りを求めず、人の

ために行動する。これを今年の私のテーマにさせて
いただきました。みなさんの為に、1年間必死にが
んばります。
役員・委員長の皆さまには、快く役職をお引き受
けいただき、本当にありがとうございます。1年間
どうぞよろしくお願いします。
そして、年度開始前から、多大なご協力をいただ
いております、斎藤修弘幹事、本当にありがとうご
ざいます。会長幹事一生懸命皆様のために、上尾
RCのために頑張ってまいります。是非寛大に見守
っていただき、1年間お力をお貸しいただきますよ
うお願い申し上げます。
よく活性化には「よそ者」「若者」「バカ者」と
言いますが、私と幹事は長いこと上尾を離れていた
ので「よそ者」です。二人とも40代なので「若者」
です。そして間違いなく「バカ者」です。これは結
構負けません！クラブを活性化させるには適任で
す！過去の歴史と伝統重んじ、更なる活性化を目指
します！
本年度の上尾ロータリークラブは38名でのスター
トとなります。当クラブは世界のロータリアンの平
均年齢、日本のロータリアンの平均年齢と比べても
若いです。つまり、「老・壮・青」のバランスの取
れたクラブです。是非この強みを生かすためにも
「老・壮・青が融合」して力強いクラブ、楽しいク
ラブ作りをしていきたいと思います。
今年は特に島村ガバナー補佐を輩出しています。
島村ガバナー補佐、齋藤博重補佐幹事をしっかりと
サポートして行き、2月のインターシティミーティ
ング、4月の地区ゴルフを絶対に成功させます。
最後に、若かりし、あの時を思い出し、なんでも
やる覚悟で会長職を必死に一生懸命全うしたいと思
います。1年間どうぞよろしくお願い申し上げます。

幹

事

報

斎藤 修弘幹事

告

クラブ活性化のために努めさせていただきます。一年間
よろしくお願いいたします。
◇ガバナー月信のＰ７に、島村ガバナー補佐のご挨拶が
掲載されています。
ご一読のほどお願いいたします。
◇日韓親善会議のご案内です。
９月28日（土）、仙台で開
催されます。参加希望者は、7月19日が登録の締め切り
になりますので、幹事までお申しつけください。
◇青少年交換留学生の募集について、説明会が7月14
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日（日）15時から春日部で開催されます。応募の締め切
りは８月５日です。
◇７月のロータリーレートは１ドル＝１０８円です。

委員長報告

ロータリー財団委員会 樋口 雅之委員長

本日、大塚パストガバナーから、ロータリー財団に
1000ドルのご寄付をいただきました。ありがとうござい
ます。
米山記念奨学・学友委員会 藤村 作 委員長

本日、大塚パストガバナーから米山記念奨学会に10
万円のご寄付をいただきました。ありがとうございます。
ホビー委員会 野球部 尾花 正明監督

6月29日に全国ロータリ
ー野球大会で阪神甲子園
に行ってきました。東京秋
川ＲＣさんと対戦し、75分
間の激闘の末、15-13で大
逆転勝利をしました！今回
の勝因は総合力です。出塁するとランナーは走り回って、
韋駄天のごとき上尾ＲＣでした。
また坂さんと大塚ＰＤＧ
にユニフォームを作っていただき同行いただいたところ、
大塚ＰＤＧは“晴れ男”だということで、見事に試合日だ
け晴れて、大塚ＰＤＧの功績もあったと思います。
野球部皆さんでまとまって、須田年度、および島村ガ
バナー補佐をフォローしていきたいと思います。ありがと
うございました。

米山記念奨学会功労者表彰
齋藤 重美会員
おめでとうございます！

近

況

報

告

斎藤 修弘会員
須田会長の意向で、今年
度から
「近況」を会員の皆
さんに報告していただきま
す。その第１回目をまずは
私が担当いたします。甲子
園大会に行っている間、妻が実家に帰省し、
１歳になっ

各奉仕委員長さんと連携をとり、職業奉仕について
は会社訪問例会など。社会奉仕については、年２回
の献血活動、障がい者作品展示即売会など。国際奉
仕についてはダナン関連事業など。青少年奉仕につ
いては、現在休部状態の上尾高校インターアクト部
との復活に向けての働きかけや、埼玉栄北高校への
働きかけです。地区補助金を活用して、埼玉学園へ
の奉仕活動を計画しております。
５．ダナン捨て子・身体障害児・枯葉剤の影響を受
けた子供養育センターへの支援
2020年3月又は4月上旬に地区補助金大口枠を利用
しての支援を行います。現在、大木会員、ダナン在
住の私の友人、ハノイの支援で協力していただいた
アンさんの協力も得て最良の方法を模索しています。
６．近況報告
本年度はメンバーの皆さんに近況報告をお願いした

スマイル

た息子に積み木をいただいてきました。息子は積み木を
１つ積むごとに大喜びをするので、無邪気だなぁと感じ
ましています。
また現在は趣味のゴルフに励んでいて、行田にあるゴ
ルフクラブ工房で、春日さんと一緒にアイアンセットを購
入し練習に通っています。
最後に仕事上、金融のお話をします。6/26の日経新聞
に「昨年度の日本の税収がバブル期に並び約60兆円超
゛
なのに対し、国家支出は100兆円を超えているので、バ
ブル期から財政赤字が拡大した28年間であったととら
えられる」
という情報を報告しておきます。10月には消費
税増税があり、生命保険業界でも税制改正がありました。
老齢年金、遺族年金、障害年金、介護保険といった国の
社会保障がありますが、そこでは賄えない分を「生命保
険」で補完させていただくのが大切な役割だと思ってい
ます。仕事や、ロータリー活動を通して、役に立てるよう
になっていきたいと思います。

例 会 主 題

本年度事業計画発表

須田 悦正会長

本年度の事業計画・運営方法につきまして、本日お
配りした年度計画書のの組織図をご覧ください。本
年度、各会員の皆さまがご自身の役割分担をご理解
いただき、年度を通じてご協力いただきたいと思っ
ております。
１．出席率の向上
楽しい例会企画・全員参加型の奉仕活動・親睦活
動等を通じて、出席率の向上を図ってまいります。
会員の皆さまも、やむを得ない事情で２週以上続け
て欠席される場合や、もしメンバーの中でご入院さ
れている方などの情報がありましたら、出席委員会
または会長・幹事までご一報いただければ幸いです。
２．会員増強促進
会員を増やすことはクラブの活力を高め、奉仕活
動の充実にも繋がります。現状、ガバナー公式訪問
時に数名の仲間を増やす予定でいます。是非お知り
合いを教えてください。会長幹事で訪問いたします。
３．財団・米山寄付の１００％達成
こちらは、上尾クラブとしては皆さまのご協力の
お蔭で毎年達成できている部分ですが、本年度も皆
さんよろしくお願いします。
４．奉仕活動の実践（職業奉仕・社会奉仕・国際奉
仕・青少年奉仕）

いです。是非皆さんの最近の話やプライベートなお
話しをお聞かせください。個人を知ってより仲良く
なって気軽に「やぁ」と言えるような関係を築いて
いけたら良いなと思い、始めさせていただきます。
７．「老・壮・青」の融合
「老・壮・青」が融合するには、やはりくったくの
ないコミュニケーションです！コミュニケーション
を図るために例会とは別に①日本酒交流会・②ワイ
ン交流会・③焼酎交流会・④他交流会を企画します。
ただ飲むだけでなくお酒の知識を得ると共に、でき
れば、蔵人やワインソムリエを呼んでお話してもら
おうかと考えています。他の飲食店や他クラブでは
体験できない、スペシャルな夜をご用意いたします。
一年間よろしくお願いいたします。
※この後、予算審議と新任役員挨拶が行われました。

2019-2020年度、
よろしくお願いいたします！

須田会長／斎藤修弘幹事／宇多村副会長／深澤副幹事／大塚信郎会員／
齋藤重美会員／尾花会員／大木会員／細野会員／大塚崇行会員／島村会員／
齋藤博重会員／久保田会員／関口会員／藤村会員／樋口会員／野瀬会員／
長沼会員／坂本会員／春日会員／芳賀会員／小田切会員／丹井会員

出席率
出席 会員数
欠席 欠席数
前々回確定
修正（％）

３8
9

出席数 29
（％） 76.32

78.95

欠席数 8
（Ｍ・Ｕ） 5

2019. 6. 29

全国ロータリー野球大会で
大逆転勝利しました！

於：阪神甲子園球場

東京秋川RCさんと対戦し、”韋駄天”上尾
RC野球部が、15-13という大逆転勝利をおさ
めました！東京秋川RCさん、対戦いただきあり
がとうございました！選手の皆さん、おめでとう
ございます！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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