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皆さまこんばんは。本日はお忙しい中、本年度第13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、ガバナー公式訪問前の島村ガバナー補佐による卓話とクラブ協議
会になります。来週はガバナー公式訪問がありますので、是非とも協
力いただき大成功となるようにお願いします。
まずは、私事の話からです。とうとう新米の本格的な季節がやって
きました。あちらこちらから「新米できたから取りにきておくれ」と
の電話がこの時期は携帯電話が鳴るのが怖くてなりません。しかも、
農家の朝は早いんです。だいたい早い人で５時台前半から電話してき
ます。遅い人でも7時台前半です。さすがに５時台、６時台の電話はや
めて欲しいです。寝たいです。そして、必ず「今年はいくら？」と聞
いてきます。高くても安くても必ずもっと他に高い所あるよ！と言わ
れますが、中間業者を飛ばして買っているので、間違いなく当店の方
が高いのにです。ま〜「おはよう」とかの挨拶みたいなもんですね。
そのような中にも「いくらでもいいよ」「どーせ一番高いんだから」
とおっしゃっていただく農家さんもいます。そんな農家さんには他よ
り少しだけ高く買います。「気持ち」です。
ところで、先週からの話です。先週土曜日の深夜に新潟県の妙高上
越地区に行ってきました。さすが土曜日の夜高速道路は空いています。
そして、日曜日夕方に上尾に戻り、少し寝てから埼玉県内に米引取に
行ってきました。県内は近くていいです。そして、月曜日の昼過ぎに
出発してまずは福島県二本松市に立ち寄り、少しだけ商談して、山形
県米沢にて少しだけ商談。その後、長井市の温泉にてゆっくりしまし
た。この時点で20時でした。そこで22時まで仮眠して、新潟県胎内市
へ向かいました。この距離は思ったより短くて少し早めに到着したの
で、道の駅で車中泊がゆっくりできました。そして、新潟こしひかり
を積んで火曜日夕方に上尾に戻り、そのまま春日部にてダナン支援の
簡単な打合せをしてきました。
この4日間での走行距離は1843キロメートル。良く走りました。ま
た、火曜日の夜に思ったことは、布団で寝られる幸せを感じました。
高校生以来久しぶりにあっという間の朝を迎えました。
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そこで、福島・山形・新潟を回ってみた感想です
が、２週間前に「豊作」ではなかったら何でもしま
すと言いましたが、これは間違いありません。しか
し新潟に限っては「品質」が落ちます。お米は等級
をつけるのですが、なんと新潟こしひかりの1等が
10％前後（通常90％以上）、2等が60〜70％、3等
以下が20〜30％という状況です。この状況は過去
ダントツで最悪の出来栄えだそうです。間違いなく
「地球温暖化」の影響が出ているように思えます。
地球温暖化といえば、先日の国連本部で行われた
「気候行動サミット」にてスウェーデンの16歳の少
女グレタ・トゥーンべリさんが発した言葉が心に刺
さりました。「人々は苦しみ、死にかけ、生態系は
崩壊しようとしています。わたしたちは今、大絶滅
の始まりにいます」「それなのに、あなたたちが話
すのは、お金や永続的な経済成長というおとぎ話だ
け!」この言葉は死ぬほど心に刺さりました。結局、
実体のないお金を追いかけている人間の、大人の愚
かさをストレートに指摘しました。「何かを得るに
は何かを犠牲にしなければならない」最たる例だと
感じました。個人的な意見では、ロータリーの活動
でポリオが根絶したら、是非とも全世界のロータリ
アンの力でお金・経済・今の生活を大勢の人が少し
ずつ犠牲にして「地球温暖化撲滅」をしてみたいと
思いました。
さて、以前よりお伝えしている埼玉学園への支援
について徐々にいろいろなものが決まってきていま
す。先方の副学園長より、楽しみにしています。と
の電話もいただき、理事会を経て皆様に後日ご報告
させていただきます。本当に先方は喜んでおられま
したので、この支援が今から楽しみです。
本日は結婚・誕生祝いもございます。おめでとう
ございます！本来ならば夜間例会時に行うのですが、
次週はガバナー公式訪問、その次の週は藤村病院健
康フェアー、そして最終週は世界ポリオデーでの、
3クラブ合同例会となりますので、今週となりまし
た。申し訳ありません。
９日は齋藤重美会員の誕生日・28日は関口和夫会
員の誕生日です。９日は世界郵便デーとトラックの日
だそうです。28日は速記記念日と透明美肌の日です。
本日の例会主題は、島村ガバナー補佐による「ガ
バナー公式訪問準備」とクラブ協議会です。委員長
の皆さんよろしくお願いします。
本日もどうぞよろしくお願いいたします。
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斎藤 修弘幹事

告

◇１０月のロータリーレー
トは１ドル＝１０８円です。
◇地区管理運営部門クラ
ブ活性化委員会より卓話
者バンクについて、その活
用と、卓話者バンクへの登
録者募集の連絡がきています。登録者について、会員ま
たは外部の方で専門知識を持ちご協力いただける方が
いましたらガバナー事務所へご連絡いただけると幸いで
す、
とのことです。
◇『ロータリーの友』10月号・横組みP38に小林操ガバ
ナーの「ポリオサバイバーとして ロータリアンとして」
と
いう寄稿が掲載されています。
ご一読ください。
◇来週のガバナー公式訪問へはクラブ会員共通のネク
タイを着用していただきます。須田会長の意向で購入し
ました。
よろしくお願いいたします。
◇第1回「角打ち」交流会を今夜開催します。
ご参加くだ
さい。

委員長報告
ロータリー財団委員会 樋口 雅之委員長
９月末に斎藤修弘幹事
と島村ガバナー補佐から
1000ドルずつのご寄付を
頂戴しました。ありがとうご
ざいました。
米山記念奨学委員会 藤村 作 委員長
米山記念奨学会への寄
付率を高めたいと思います
ので、次週、
ご寄付をお願
いしたいと思います。
よろし
くお願いいたします。
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門崎 由幸会員

まずは私がなかなか例
会に出席できていないこと
をお詫び申し上げます。欠
席の理由として各団体の役
を引き受けているからです。
埼玉中央青年会議所シニ
ア会の会長として来週、全国大会で富山に行ってきます。
また上尾市管工事業協同組合の副理事長を務め、行政
関係と仕組みを作っています。自社の仕事関係では、業
務体制を変えたこともあって都内の仕事をしていて、埼
玉にはほぼいない状況です。今夜ＪＣシニア会の役員会
議があって、明日は仕事の竣工現場に向かいます。今後
はさまざまな面で整理調整をして皆さまにご迷惑をおか
けしないよう努めたいと思いますので、今後ともよろしく
お願いいたします。

結 婚・誕 生 祝 い
お誕生日

齋藤

おめでとうございます！

重美会員

10月９日に75歳になります。自分の中で、75歳は仕事
上のターニングポイントとしてやってきました。設計の仕
事はこれからも続けますが、時間に追われず、今までで
きなかったことをこれから考えてみたいなと思います。今
後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございまし
た。
結婚記念日
細野

おめでとうございます！

宏道会員

１人で生まれて結婚して
２人になり、子宝にも恵ま
れましたが子供たちは成長
して自宅にはいません。ロ
ータリアンであった父も今
は家にいません。母も介護

会の出席も100％を目指していただきたいと思います。
クラブ協議会も委員長さんだけでなく、できれば多くの
方に出席いただいていろいろな協議をしていただけれ
ばと思います。当日は夜に北本ＲＣさんへの公式訪問も
ありますので、残念ながら懇親会はありません。先ほど
幹事報告にもあったように『ロータリーの友』に小林ガバ
ナーの寄稿文が掲載されていますので、ぜひご一読い
ただいて公式訪問に臨んでいただきたいと思います。
よ
ろしくお願いいたします。

クラブ 協 議 会 ①

クラブ管理運営委員会 クラブ奉仕委員会 深澤圭司委員長

当クラブは今年度、IMを主管するのでIMでクラ
ブの活性化が図れるのではないかと考えています。
出席委員会 小林 邦彦 委員長

認定をして、妻が面倒をみています。結婚して34年間が
過ぎ、母、妻、犬、私とで暮らしています。本日はお祝いい
ただきありがとうございました。
大木

保司会員

私の結婚記念日は、以前
は国民の皆さんがお祝い
していた日でした。
しかし
10月10日体育の日はハッ
ピーマンデー制度でずれて
しまったので、自分たちだ
けでお祝いをしています。ありがとうございました。

例 会 主 題

ガバ ナ ー 公 式 訪 問 準 備

第５G ガバナー補佐

島村 健 様

今年度、国際ロータリー
第2770地区・第５Ｇガバ
ナー補佐を拝命している島
村です。来週、ガバナー公
式訪問です。第５Ｇは８ク
ラブあり、
５クラブ目の公式
訪問になります。例会で小林ガバナーから卓話をいただ
いて、その後のクラブ協議会で各委員長さんの発表とい
う、例年同様の流れになると思います。
地区の小林ガバナーの方針＝「ポリオ根絶活動から
クラブ活性化へ」になります。ガバナー補佐の役割は、公
式訪問１週間前にクラブに回ること、地区の方針を伝え
ること、各クラブからのご意見を地区の委員会・ガバナ
ー補佐会議等へも伝えてより良い地区＆クラブになるた
めの役割を行うことです。公式訪問についてはロータリ
ー手続要覧に定められています。ガバナーのいちばんの
目標は、クラブのサポートと強化です。特に今年はポリオ
根絶からクラブ活性化へ視点をあてて関心をもって取り
組んでいただく、ロータリアンの意欲を向上させる、奉仕
活動を促す、今年は特に規程審議会がありましたので定
款・細則の変更も確認するところであります。あと、当クラ
ブはMy Rotary登録100％ですが、My Rotaryから入
れるロータリークラブ・セントラルに増強や寄付の目標
が書かれていて随時更新して100％に達していただけ
ればと思います。公式訪問でも会員増強や、
Ｒ財団・米
山への寄付状況の確認、公共イメージの向上ということ
になります。ガバナー公式訪問でお願いしているのは、
END POLIOのＴシャツかネクタイ着用とのことです。例

ホビー委員会 細野 宏道 委員長

ホビー活動、ＩＭゴルフコンペの主管、野球部の
練習・試合など実施にむけ着々と準備をしています。
ロータリー情報委員会 久保田 勲 委員長
効果的かつ行動的なクラブ運営が出来るように、
会員に必要な情報を発信していきたいと思います。
公共イメージ向上委員会 長沼 大策副委員長
上尾夏まつり、世界ポリオデーなどでロータリー
マーク・END POLIOをアピールします。
社会奉仕委員会 長沼 大策委員長

例年の活動に加え、腎・アイバンク・献眼への協力、
点字名刺プロジェクトへの協力も行っていきます。
ロータリー財団委員会 樋口 雅之 委員長

プログラム委員会 門崎 由幸 委員長

地区補助金通常枠で埼玉学園さんへ、大口枠ではダナ
ンへの国際奉仕を行います。また健康フェアに出展し、
世界ポリオデーは上尾駅で街頭募金活動を行います。

ＲＩテーマが例会内において、理解・実践される
よう、また、会長方針をよく理解して、楽しい有意
義な例会を企画していきたいと思います。

今年度は次の奨学生を迎え入れる準備期間。寄付額
は達成しているので寄付者率を高めたいと思います。

各委員会と協力して楽しい魅力あるクラブライフ
を目指し、出席率の向上を図ります。

米山記念奨学委員会・学友委員会 藤村 作 委員長

スマイル
須田会長／斎藤修弘幹事／宇多村副会長／深澤副幹事／武重会員／
岡野会員／小林邦彦会員／齋藤重美会員／村岡会員／大木保司会員／
細野会員／大塚崇行会員／島村会員／藤村会員／樋口会員／野瀬会員／
長沼会員／門崎会員／坂本会員／丹井会員

第１回「角打ち」交流会を開催しました！

会員数
出席数
欠席数

３8
24
14

出席率

63.16％

2019. 10.3 於：須田商店

親睦活動委員会 小田切宏治委員長

日本酒、ワイン、焼酎、
ビールなど希少なお酒を選
んで酒屋価格でいただける角打ちを楽しみました！
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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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