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行事予定
7月23日 定款の規定により休会
7月30日 早朝例会
8月 6日 献血
8月13日 定款の規定により休会
8月20日 卓話 村岡会員・坂会員
による
『コロナ禍における助成
制度等利用のおさらいと注意点』
8月27日 卓話と会員親睦の夕べ

2020-2021年度 宇多村海児会長

皆さん、こんにちは。本日もお越しいただき誠にありがとうござい
ます。新型コロナが収束しない中、九州の南西部を中心とした豪雨・
洪水で避難生活を余儀なくされてしまった大勢の方々へお見舞いを申
し上げたいと思います。コロナがどうなるかわからず、このような自
然災害で苦難を強いられるのは、人間の都合を問わず襲いかかってく
る運命なのでしょうか。アジア中部やインドではイナゴ・バッタの大
発生がコロナ以上の脅威をもたらしているとか、また新たな病気が中
国奥地で発生しているのではないかという疑いがあるなど、そのよう
な中でも我々は日常を生きていかなければならないと考えますと、運
命をどう切り拓いていくかということを考えざるを得ません。
「運命」というとベートーヴェンの交響曲第五番を思い出します。
第一〜第四楽章で成り立ち、第一楽章が有名な出だしで始まるのは、
まさに降りかかってくる運命の話、そしてうって変わって優しい調べ
になる第二楽章は運命をどのように切り拓いていくかを思案している
ようです。そして激しい第三楽章は運命と抗い、そして第四楽章へ連
なって、ついには運命を克服しそして喜びを感じる、という構成にな
っていると聞いています。中里ガバナーは、月に１回くらいはロータ
リーの話を会長あいさつでしなさいと話されました。そこで強引にロ
ータリーの話に結び付けますと、一説によるとベートーヴェンの弟子
が「先生、第一楽章はどういう意味ですか？」と訊くとベートーヴェ
ンは「あれは運命の扉を叩く音なんだよ」と答えたとされています。
扉と言えば、本年度の３つの扉。扉の向こうには何があるか、扉の向
こうにあるものがこちらに入ってきたらどうするか・・・私は先ほど
の「運命」の第二楽章のように、運命に対して何をしなければならな
いのかを考える一年間にしなければならないのだろうと考えていまし
たが、コロナが長引き、この先どうなるのかわからない状況だとした
ら、まだまだ運命を考えるまでにいっていないのかと思います。
いよいよ８月から会員卓話をさせていただくことになります。多く
の会員の皆さんの様々なご意見を聞けると思うと、今から楽しみです
ので、ぜひ存分に皆さんのお考えを披露していただければと思います。
本日もよろしくお願いいたします。

ROTARY CLUB OF AGEO

幹

事

報

告

例 会 主 題

第５Gガバナー補佐 宮澤英修様（鴻巣RC）

深澤 圭司幹事
ペットボトルキャップ回
収の報告です。
６月末で終
了となりました。最後に上
尾ＲＣで回収したのは
180kg。ポリオワクチンに
換算すると25.7人分にな
ります。
ご協力いただいたメンバーの皆さま、ありがとう
ございました。

委員長報告
米山記念奨学委員会 樋口雅之委員長
樋口雅之会員から10万
円の寄付をいただきました。
本日、佟針叶さんが見え
ていますが、彼女たちを支
える奨学金ですので、米山
記念奨学委員長から声が
かかりましたらご寄付をいただければと思います。

ロータリー米山記念奨学生 あいさつ
2020学年度 ロータリー米山記念奨学生 佟針叶さん
皆さんこんにちは。佟針
叶（トウ シンヨウ）です。
今週土曜日には羽生市の
宝蔵寺沼に行って水のサ
ンプルを採るつもりでした
が、梅雨で雨が多く、沼に
入れなくなるので予定をキャンセルしました。早く梅雨
が明けるといいなぁと思っています。
また、本日は名刺が出来上がって皆さんにお配りしま
した。人生初の名刺は嬉しかったです。
これからもよろし
くお願いいたします。

皆さん、
こんにちは。鴻巣
ＲＣの宮澤でございます。
先日は昨年度ガバナー補
佐の島村さんに鴻巣まで
来ていただき、
ご丁寧にご
あいさつをいただきました。
昨年６月から、中里ガバナーから次年度のガバナー補佐
の教育を受けました。
１年１カ月の教育で、本日を迎える
にあたりヘロヘロです。
ここまで教育されるのは、過去に
はないことだそうです。
上尾クラブは鴻巣の親クラブで、第5グループではい
ちばん歴史が古く、大塚パストガバナーがいらっしゃる
ので、熟成しきっているということで、今年度語ることは
ほとんどありません。最後５分程、ロータリーの話をしま
すので、
まずは自己紹介をさせていただきます。
私が入会したのは2000年１月１日です。鴻巣ＲＣで
第40代会長を務めさせていただきました。当然、周年の
式典があって、
こちらのクラブの同期の会長は、第45代
の大木保司さんです。40代の会長を終えてから地区に
12年間出向して、13年目＝今年度はガバナー補佐とな
っています。
趣味は京都・奈良のお寺巡りです。京都府に寺社は約
3,000あります。神社：お寺の比率は６：４です。なぜ神社
が多いかと言うと、お寺の中に神社があるので、神社は
そのぶんカウントが増えるからです。京都と奈良のお寺
の違いですが、奈良のお寺は檀家がいなくて、墓地がな
いです。東大寺、薬師寺、唐招提寺、法隆寺など、いずれ
も墓地がなく、お葬式をあげたことがありません。京都は
逆に清水寺でも金閣寺でも墓地があり、檀家がいます。
また、寺が建立された時代が違うので、建物の形が違い
ます。奈良の東大寺の山門にいる仁王様は世界最大で
す。そして阿吽一対の阿形像と吽形像が、一般的な配置
と、左右逆になっています。大仏殿は３〜４回焼けていて、
大仏の首から上は４つ目です。なので体と色が違います。
奈良はお坊さんの学校としての意味合いがあるので、檀
家がいなくてもいいんですね。
ここで僧侶が修行して全
国に送り出されます。
薬師寺には如来像がいます。如来は髪形がパンチパ
ーマで、菩薩はロン毛です。菩薩はまだ悟りを開いてお
らず、如来は悟りを開いています。如来像は左手に薬壺
を持っているのですが、薬師寺総本山の如来像は手ぶ
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らです。なぜかというと、台座が薬箱になっているからで
す。そういう不思議なことを見つけては、調べるのが好き
です。
いくら小さなお寺にもドラマがあるので面白いと思っ
ています。お寺巡りと一緒に、
ヨーロッパも全制覇をしま
した。
ヨーロッパでは教会を見ました。バチカンのサン・
ピエトロ大聖堂はキリスト教（カトリック）の総本山です。
プロテスタントには総本山はなく、心の中にあります。拝
む対象があるのがカトリックで、拝む対象がないのがプ
ロテスタントです。などなど、お寺関連のことを話し出し
たらキリがないです。京都・奈良に行く機会がありました
ら、
どこのお寺に行ったら何を見たらいいと、メニューを
書きますので、一言お伝えください。
さて、ロータリーの話をします。ホルガ―・クナークＲＩ
会長は「ロータリーは機会の扉を開く」
というテーマを宣
言しました。それを受けて中里ガバナーは「新たな機会
へのチャレンジで、クラブに活力を！」
という地区運営方
針を書きました、
さらにそれを受けて、上尾ＲＣの宇多村
会長さんは会長方針を書かれたのだと思います。なので、
クラブの各委員長さんは、それらを受けて委員会活動や
事業を行う、
と“一連”になっているのが望ましいですね。
年度計画書の文言に書かなくても、関連付けて活動を
行っていただければ充分かなと思います。
それと
「中期戦略計画」
という言葉が今年初めてでま
した。
３年後にこのクラブはどうなっていたいかというの
を、ガバナー公式訪問までに例会場に掲げることが約束
事になっています。なので直前会長から今年度の執行部
の４〜５人で「ビジョン＆中期戦略計画」を決めて、例会
場に必ず掲げていただきたいと思います。格好よく書く
必要はまったくありません。
もっと身近な内容を、現実味
があるように書いてもらった方がいいと思います。
さてＩＭですが、コロナの関係で開催回数を減らすた
め、
２つのグループでやるようにとのことだったのですが、
第5Gと、第6G（春日部）
とはあいにく距離が離れている
ので、例年同様、第5グループは単独で開催したいと思
います。昨年度、実行委員長を務められた大木さんにご
指導をいただきながら、今年度も成功に導きたいなぁと
思います。
ということで、2021年２月４日に鴻巣でＩＭを
開催いたします。
あと継続事業ですが、同じモノを同じ場所に同じ量あ
げていると、あげている方は満足かもしれませんが、貰っ
た方は飽きていて満足していないかもしれません。です
から以前の事業を検証していただいて、次のニーズをつ
かみ変化させて、必要なモノを必要な場所に差し上げる

会員数
出席数
欠席数
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9

といいと思います。継続事業を変化させると、ほぼ新規
事業になると思います。
最後に、今年度は女性ガバナーが３名誕生しました。
当地区では女性会長が４名誕生しました。世界のロータ
リーは女性の力に期待しています。中里ガバナーは、今
後のロータリーは女性がカギを握るとまで言っています
ので、ぜひ女性会員を増やしていただければと思います。
女性会員が入会の暁には、ぜひ責任あるポストに就いて
いただいて、活躍していただければと思います。世界的
には女性のロータリアンは23％います。当地区ではまだ
１ケタなので、
まずは10％を目指したいということです。
以上になります。ありがとうございました。

出席率 75.00％

スマイル
■宮澤英修ガバナー補佐：本日は宜しくお願いいたします。

■名取 勝会員：本日もよろしく。

■津田ひろみガバナー補佐幹事

■大塚崇行会員：宮澤さん、
ようこそ。

：本日はどうぞ宜しくお願いします。
■宇多村海児会長：宮澤ガバナー補佐、津田ガバナー補佐
幹事、
ようこそ！ 卓話ありがとうございました！
■深澤圭司幹事：宮澤ガバナー補佐、卓話ありがとうござ
います。津田ガバナー補佐幹事、
ようこそ！
■斎藤修弘副会長：宮澤ガバナー補佐、津田ガバナー補佐
幹事、
ようこそ！
■長沼大策副幹事：宮澤ガバナー補佐、津田ガバナー補佐
幹事、
ようこそ！
■武重秀雄会員：本日もよろしく。

■島村 健会員：宮澤ガバナー補佐、津田ガバナー
補佐幹事、
ようこそ。一年間ご指導の程よろしく
お願い致します。
■齋藤博重会員：宮澤ガバナー補佐、
ようこそ。
■久保田勲会員：本日もよろしく。
■藤村 作会員：ガバナー補佐、
よろしくお願いします。
■齋藤哲雄会員：本日もよろしくお願いします。
■須田悦正会員：ありがとうございます。
■樋口雅之会員：宮澤ガバナー補佐、
ようこそ！

佟針叶さん、ようこそ！

■大塚信郎会員：誕生祝いありがとう。

■坂本忠光会員：本日もお願いします。

■富永 建会員：今年度もよろしく。

■小田切宏治会員：本日もよろしくお願いします。

■村岡武仁会員：本日、所用で途中で失礼します。

■丹井亮一会員：宇多村会長、
１年お世話になります。

■尾花正明会員：被災地の皆様のお見舞いを申し上げま
す。お客様、
ようこそ。
■大木保司会員：宮澤ガバナー補佐、津田ガバナー

結婚祝のお花、ありがとうございました。
■奥川淳一会員：宜しくお願いします。
■関口良康会員：よろしくお願いします。

補佐幹事、
ようこそ！

7月13日 畠山稔上尾市長と、池野教育長に表敬訪問しました。

教育の場でも、地域へのかかわりをこれまで以上に
太くしていこうという宇多村会長の言葉と、奉仕事
業を予定していることに対し、お二方とも「たいへ
ん有り難い」と仰ってくださいました。
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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）
ＴＥＬ 048-775-7788 ／ FAX 048-776-9799
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宇多村会長と深澤幹事が、畠山稔市長と池野和己
教育長に表敬訪問しました。
お二方との話題は、必然的に「コロナ禍における
奉仕の在り方について」になりました。経済でも、

