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ロータリーは世界をつなぐ

行事予定
　　　 
7月 2日  2020-2021年度
　　　　第一例会
　　　　新旧会長・幹事引継式
　　　　新年度事業計画発表
　　　　新任役員挨拶・予算審議

7 月 9日 卓話
　　　　第５G ガバナー補佐
　　　　宮澤英修様（鴻巣RC）

7月16日 クラブフォーラム①
　　　　前年度事業報告
　　　　前年度決算報告

7月23日 定款の規定により休会

7月30日 早朝例会  

2019-2020年度　須田 悦正 会長会長あいさつ
　皆さまこんにちは。本日はコロナウイルスが収束していない状況の
中、本年度第46回例会にお越しいただきまして、誠にありがとうござ
います。前回の例会から約3カ月半が経過してしまいましたが、皆様の
ご健康に変わりはないでしょうか？本日の例会も開催するべきか悩みま
したが、開催させていただくことができました。まずは感謝いたします。
　先日上尾西RCさんと合同で、フェイスシールドとマスクを、また台
南東北クラブから寄贈された防護服・防護手袋をそれぞれ上尾市に寄
贈してきました。当日は畠山市長もお見えになり、しっかりとした寄
贈式が行えたことをご報告させていただきます。
　前回の例会は2月27日のIMでした。新型コロナウイルスの話が出始
めたのが1月下旬から2月上旬で、IMも開催できるのかどうかという状
況の中で開催でき、大変嬉しかったです。私自身はIM開催前より3月
の例会を悩んでいて、IM開始前の理事会にて皆様の了解を得て、3月
全ての例会を中止にいたしました。その時は、こんなにも長くコロナ
の影響が出るとは全く思ってもいませんでした。3月下旬のダナン視察
に関しても、その当時は行けるものと思っておりましたが、それも中
止となってしまいました。コロナについて当初は知識がなく軽く考え
ていたのですが、こんなにも長く世界中に影響が出て、知識がついて
いくうちにとても深刻に考えるようになりました。それと同時にこの
まま例会も開催できなく、会長年度が終わってしまうのではないかと
いう寂しさと不安も抱くようになりました。一生に1回なのに、何もで
きない、何も話せない、何も行動できないまま終わってしまうことを
想像すると本当に寂しくなりました。せっかく皆さんのお陰で会長職
を与えられ、皆さんに支えられてきたのに、何も恩返しできずに終わ
ってしまうのかと。でもこうして、小さくても最後の2回の例会を与え
てくださったことに感謝の思いでいっぱいです。本当にありがとうご
ざいます。
　さて過去に人類は、天然痘、結核、マラリア、ペスト、新型インフル
エンザ、新興感染症（エイズ、SARS）、といったウイルスにより大勢
の死者がでました。私たちが根絶を目指しているポリオもウイルスの
一種です。人類はウイルスと常に戦ってきました。今回のコロナウイ
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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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会員数　　　　３9　　　
出席数　　　　27
欠席数      　　12

出席率

 69.23％

についてお話しいたします。
　まず【事業】についてですが、きちんとした形で
予定をしているのは職業奉仕事業です。これは、あ
る先生をお招きしての講演会を考えています。会員
だけではなく、会員企業の経理の方、法務部門の方
なども受講していただき、ためになるお話しになる
と思います。また、国際奉仕事業も予定しています。
財団セミナーに丹井次年度国際委員長と一緒に出席
し、地区補助金大口枠にエントリーさせていただき、
選考を通過しました。内容はベトナム・ダナンの中
学校に『あらしのよるに』という絵本を贈るプロジ
ェクトです。ダナンの西山（タイソン）中学校を筆
頭に、第一外国語を日本語にしている中学校が特に
増えてきていると数年前に耳にしたのでこのプロジ
ェクトを企画しました。『あらしのよるに』シリー
ズは全編にわたり平仮名で書かれていて非常に読み
やすい、人気のある絵本です。今のところ考えてい
る事業はこの２つです。
　次に【奉仕】ですが、中里ガバナーエレクトは、
新しい奉仕事業をしてください、継続している事業
は見直しを、と仰っています。奉仕に対して、半年
ほど前の夜間例会で先輩方に聞いて、考えなおして
みて、学びなおすという意味で各奉仕委員会の委員
長をベテラン会員の皆さんにお願いしました。次年
度はベテラン会員と積極的に関わる機会を増やし、
奉仕を学びなおす一年にしたいと思っています。
　最後に【会員親睦を含めた例会の在り方】につい
てですが、中里ガバナーエレクトから「クラブビジ
ョン、中期戦略計画を策定しなさい。それを例会場

　宇多村会長エレクトとは
幼馴染の間柄です。会長・
幹事が幼馴染という組み
合わせは非常に稀なケー
スだと思います。例会の進
行や設営、上尾ロータリー
クラブの活性化・発展を、宇多村会長とともに、私も微力
ながら一所懸命やってまいりますので、皆さま、どうぞよ
ろしくお願いいたします。

深澤　圭司　次年度幹事

に掲げてください」と言われています。次年度の会
長幹事で意見をとりまとめて年度計画書に記載を予
定しています。それ以前にいろいろ決めなければな
らないこともあると思います。コロナ禍、またコロ
ナ収束後のロータリーについて、会員の皆さんに大
いに語っていただく例会にしたいなと考えています。
　私が大切にしたいのは、会員相互の親睦をより深
めていただくことです。須田会長年度のビジョンの
中に「老・壮・青の融合した」クラブを目指すとい
う文言があります。これは年齢のことだけでなく、
老獪、老練、壮観な景色、壮大な夢、青雲之志、と
いった意味合いや資質を持ち合わせたお一人お一人
・・・先輩方は一騎当千の兵ばかり、その集団が上
尾ロータリークラブの最大の特徴だと思っています。
たいへんな一年になることは間違いありません。そ
の時に会長を仰せつかった私ですが、ご指導ご鞭撻
をいただきながら進んでいきたいと思いますので、
どうぞよろしくお願いいたします。

村岡武仁会員　役員の皆様、ご苦労様です。お互い感染に気をつけましょう。
島村健会員　　一年間お世話になりましてありがとうございました。
　　　　　　　４月、結婚祝いと誕生祝い、ありがとうございました。
関口和夫会員　結婚祝い、ありがとうございます。やっと例会に出られました。
樋口雅之会員　６月５日、結婚祝、ありがとうございました！
関口良康会員　結婚祝い、ありがとうございました。

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／大塚信郎会員／小林会員／富永会員／尾花会員／
大木保司会員／齋藤博重会員／久保田会員／藤村会員／齋藤哲雄会員／
長沼会員／小田切会員／丹井会員／大木崇寛会員／奥川会員

スマイルスマイル

ROTARY CLUB OF AGEO

須田会長のご活躍が、多数のメディアで紹介されました！
無料配送サービス　スーダーイーツ

ルスとも戦い、乗り越えるべく与えられた試練なの
ではないでしょうか。「神は乗り越えられない試練
は与えない」とIMでも学びましたが、この試練によ
って、何をすべきか、何を学ぶか、どんな行動をす
るかによって未来が変わってくるような気がします。
　次に、私自身のこの期間の近況をご報告させてい
ただきます。お米部門に関しては3月は好調でした
が、4月に入り急下降で底をついたかと思ったら、5
月は更に下がりました。世間で言われている、飲食
店の影響が大きすぎて一般家庭の消費だけではどう
にもならない状況でした。家呑みがあるから大丈夫
でしょ？というお声もありましたが、やはり飲食店
さんの力の大きさに負けました。そのような状況な
ので、もちろん配達は激減。配送員が4人もいるの
に配達が1日で6件という日もありました。
　周りの会社はどうしているのだろう？と聞いてみ
ると、助成金を使ってどうにか凌ぐとかいろいろと
皆さん努力して難局を乗り越えようとがんばってい
ます。私も、出勤日を半分にしようかとか、いろい
ろ考えましたが、私自身一時期仕事がなくてとても
苦しい思いをしたので、出勤日を減らす、要するに
仕事をさせないという決断ができませんした。でも、
出社してもスタッフはやることない。このままでは、
うちもお客さんも街もダメになる。何かやらなきゃ、
今までお世話になってきた飲食店さんのために何か
できないかと思い、テイクアウト商品の無料配送サ
ービスを始めました。でも、最初はテイクアウトを
実施しているお店が少なかったので、運ぶのでテイ
クアウトやってくださいと1件1件お願いしていくこ
とから始まりました。
　とにかく1日も早く少しでも売上を確保していた
だくことが目的だったので、申込書や画像など面倒

なことは一切省いて、当店スタッフが1件1件お店に
出向いて、チラシと口頭で説明して、その場で了解
を得て、画像を撮影してホームページに掲載して、
注文が来たら配送するという作業をこの2か月間繰
り返してきました。また、この暗い雰囲気を打破し
たいという思いから、上尾市内の飲食店のテイクア
ウト商品を集めた「AGETAKE」なるお祭りみたい
なこともしてきました。
　おかげさまで、この2つの事業とも好調です。好
調って言ってもビジネスとしては一円にもなってな
いんですけどね。そして、何より私含めスタッフが
生き生きとして仕事ができるようになったのが一番
の収穫です。
　次に考えているのがお取引先の蔵元です。飲食店
さんがこのような状況において、日本酒蔵や焼酎蔵
などの出荷量も同じように落ち込んでいます。そう
すると、そこに携わる原料に関しても落ち込んでい
きます。特に日本酒用のお米は日本酒製造専用なの
で、飯米（普段食べるお米）には回せず、2020年
冬に造る日本酒のお米の予約は2019年に完了して
いるので、非常に困っています。そうなると2020
年に予約するお米が余ってきます。しかし、日本酒
用のお米を作っていた田んぼをすぐに飯米用にはで
きないのです。なので農家も困ってきます。同じよ
うなことが焼酎蔵にも起こっています。
　こんな時だからこそ、年度当初の目標の「動く」
を実践していきたいと思います。とにかく動く！考
えないで動く！動きながら考えればいいやというこ
とで、まだまだ動いていきたいと思います。とにか
く自分のためでなく他者のために動いていきたいと
強く思っています。
本日もどうぞよろしくお願いいたします。

人気店お持ち帰りメニューイベント
　　 AGETAKE （アゲテイク）
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会長エレクト研修セミナー修了証授与

例 会 主 題

第５G　ガバナー補佐　　島村　健　様

ＩＭ実行委員会　大木保司実行委員長

　今年度、残りの貴重な２
回の例会のうち、次年度の
お話しをさせていただく機
会をいただきありがとうご
ざいます。あらためまして次
年度、会長を務めさせてい
ただく宇多村です。どうぞよろしくお願いいたします。
　今年２月21日に地区の財団セミナーに参加しました
が、以降ＰＥＴＳもなく、地区研修・協議会もなく本日に
至りました。ＰＥＴＳは資料とＤＶＤが送られてきたので
それを見て、分厚いレポートを提出しました。コロナの影
響でいろいろなスケジュールが変更されてきて、これか
ら先は私にもわからないところです。その前提で次年度

　𠮷岡先生の講演記録の
動画が事務局にあります
ので、ご覧になりたい方は
どうぞ。
　ＩＭ開催へのご協力、あ
りがとうございました。

　宇多村会長エレクトに修了証が授与されました。

2020-2021年度について

第5グループ ガバナー補佐　ご挨拶
斎藤　修弘幹事

幹　事　報　告

◇2022-23年度ガバナー
が浦和ＲＣの細淵雅邦会
員に選出されました。
◇当クラブでも上尾市役所
を中心にペットボトルキャ
ップ回収事業を行ってきま
したが、キャップの価格がつかなくなり回収業者が撤退
したことから、いったん事業をとりやめることになりまし
た。ちなみに5月20日に須田商店さんで回収した量は
600kgで、ワクチン85人ぶんに換算されます。
◇須田年度での地区補助金（大口枠）ベトナム・ダナン
の国際事業ですが、「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」への水道設備の
整備・補修と屋根の修理が完了しました。３月の検証旅
行はできませんでしたが、４月末をもって地区に報告し
てあります。
◇会長挨拶にもあったようにコロナウイルス防護用品を
上尾市に寄贈しました。台南東北ＲＣさんからは約70
万円ぶんの防護用品を贈っていただいています。次年度
には、なんらかのお礼をしたいと考えています。

委員長報告

　先ほど会長挨拶にもあり
ましたようにＩＭが終わっ
てから今日までご無沙汰を
いたしました。グループ内
の例会に訪ねて１年間の
お礼を申し上げております。
遅くなりましたが今年度、須田会長、斎藤幹事をはじめ
会員の皆様にはたいへんお世話になりました。誠にあり
がとうございました。ＩＭの報告書もできあがり、お配り
いたしました。ガバナー月信に小林ガバナーから、今年
度は「ポリオではじまり、コロナで終わる」という文面が
掲載されており、その通りだなと思います。
　各クラブの状況ですが、３月、４月、５月はグループ内
のクラブはほとんど休会でした。今月、第一例会から始
まっていたのは上尾西さんと上尾北さんで、第三週から
は上尾と北本さん、桶川イブニングさんで、鴻巣さん・鴻
巣水曜さんは最終例会だけということです。来週私は当
クラブの最終例会は欠席になります。申し訳ありません
がよろしくお願いいたします。
　いずれにしましても休会が多く、会長幹事会も４月・５
月は中止になり少し寂しかった気がしましたが、８月頃
に会長幹事会ができたらいいなと思います。皆さんにご
協力いただき一年間終了することができそうです。たい
へん感謝を申し上げ、御礼の挨拶にさせていただきます。

宇多村　海児　会長エレクト


