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会長あいさつ

2020-2021年度 宇多村海児会長

皆さん、こんばんは。10月、５回目の例会ということで出席いた
だき本当にありがとうございます。11月も引き続きよろしくお願い
いたします。本日はお客様として米山記念奨学学友の杜華騮さん、
米山記念奨学生の佟針叶さん、ようこそお出でくださいました。
私はよく少年サッカーのことをお話しさせていただきますが、子
どもたちに教える際、練習時間３時間くらいのうち、まずウォーミ
ングアップをして、最後にはゲーム形式の練習と、最初と最後は決
まっていますが、その間、３種類ほどのさまざまなトレーニングメ
ニューを行っています。３種類のトレーニングは独立した内容では
なく、トレーニング１はトレーニング２につなげ、トレーニング２
はトレーニング３につなげ、その内容を最後のゲームにつなげると
いうことを主眼に置いてメニュー作りを行っています。そういうと
ころから、私のロータリークラブ会長としての１年間は、そのよう
に積み重ねの足し算で最後まで行けるようにと思っております。従
いまして過去の例会がいつかの例会に必ず活きるよう心掛けている
つもりです。そのような観点から言うと10月15日の例会でお聞きし
た大塚信郎委員長と尾花副委員長の職業奉仕・社会奉仕のお話しか
らたいへん刺激を受け、自宅に帰ってから社会奉仕に関する「1923
年の声明」について手続要覧を読んでみました。職業奉仕・社会奉
仕・国際奉仕あたりが、我々の活動の幹になっているのだろうと、
文章を読むと改めて気付かされました。そのタイミングで『ロータ
リーの友』11月号が配られましたが、本日は10月号の「友愛の広
場」に気になる投稿がありましたので引用させていただきます。
以下は、RID2680、兵庫県の外科のお医者様である明石東ＲＣ多
胡様の「在籍55年に思う」という投稿の一部です。
̶̶̶特に重視されたのは、第二項の職業奉仕の理念。ここで使
われる「品位（現・高潔）」の言語はthe dignifying。先輩たちはな
ぜこのような難しい言葉を使ったのでしょう。この一言に凝縮され
ているのは、以下のような先輩たちの熱い思いです。「ロータリー
の基礎である例会において、その地域の異なる業種の選ばれた職業
人が集まり、親睦の中にそれぞれの発想をもって意見と情報を交換し
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『より良いあなた、より良い私』を目指す。言い
換えれば『職業人としてどう生きるか』という命
題を、互いが教師となり生徒となって学び、自己
を向上させる。いわば例会は人間形成の道場であ
る」。人間形成にこれで良しという到達点はない。
だからロータリーの奥は深く、また最高の魅力な
のだ。私はこの理念に憧れ、55年間例会出席を続
けてきましたが、いまだにその麓をさまよってい
ます。̶̶̶
たかだか私など入会して10年ですので、めまい
がするような文章です。この後、辛辣な文章が続
きます。
̶̶̶ところが78年に３−Ｈプログラム、85
年にポリオ・プラス計画への寄付をＲＩが各クラ
ブやロータリアンに要請してきた頃から、徐々に
ＲＩはロータリーの本質を疎かにし、その軸足を
ロータリー財団による慈善事業に移したように思
われます。ロータリーの本質は倫理運動であり、
寄付行為はこれに付随するものです。̶̶̶
このようにロータリーというものの中身が緩く
なっているのではないかということを書かれ、先
ほど申し上げた社会奉仕の1923年の「決議23-34」
という社会奉仕に関する声明に触れ
̶̶̶クラブが社会奉仕活動を自主的に選ぶ絶
対的な権利があり、ＲＩはそれを命じたり禁じた
りしてはならないことが明記してありましたが、
2019年『手続要覧』では「命じたりしてはならな
い」が突然削除されました。３−Ｈやポリオ・プ
ラスがＲＩから要請された時、往時の心あるロー
タリアンがこの一句をもってクラブの自主権を守
ろうとしたことが想起されます。「ポリオ撲滅は
ＲＩの最高の目標である」とする決議に、この一
句は邪魔なのでしょうか。果たして今後、クラブ
の自主権は守れるのでしょうか。̶̶̶
という投稿でした。私が手続要覧を読んでいな
かったら何を言っているかわからなかったと思い
ますが、1923年の「決議23-34」はクラブの自主
権の話しにも及ぶということで、私がこの方のご
意見を乱暴に要約しますと、本来、ロータリーは
奉仕の団体であるにもかかわらず、ＲＩの一部門
であったロータリー財団が勢力を伸ばし、ＲＩと
財団の立ち位置が入れ替わってきているのを危惧
されているのではないかと思います。いずれにし
ても我々ロータリアンは何をするのか、ロータリ

ーにこれから誘おうとする人に対してこの団体の
存在をどのように伝えなければならないか、とい
うことを考えさせられました。
本日はクラブフォーラムということで会員増強
維持についてテーブルごとにディスカッションを
していただき、皆さんのご意見を自由にお伺いし
たいと思っています。会長あいさつは以上です。
本日もよろしくお願いいたします。
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深澤 圭司幹事

◇地区大会で当クラブが
表彰されます。表彰の内容
はＲＩロータリー賞で、11
月15日、14時頃から表彰
式が始まります。おそらく
須田直前会長にご登壇し
ていただくことになると思います。皆さん、地区大会に万
障繰り合わせの上、
ご参加のほどお願い申し上げます。
地区大会の詳細については後日ＦＡＸ送信させていた
だきます。

ゲ ストあいさつ
ロータリー米山記念奨学学友 杜華騮さん

皆さん、こんばんは。
杜華騮（ト カリュウ）
と申します。私は2006
年、中国・長春市から
日本に参りました。現
在、自動車関連の会社
で代替部品の調達の仕事に携わっています。自宅
は上尾市上で、妻と１歳４か月の娘と一緒に暮ら
しています。趣味はサッカーとバスケットボール。
読書は経済、金融、ハイテクノロジーが中心です。
2012年に一年間、群馬にある藤岡北ＲＣさんに米
山記念奨学生としてお世話になりました。私のよ
うな留学生に対してロータリークラブの皆さんが
温かく接してくださり支えてくださったことに常
に感謝をしております。その頃から、いつか私も
国際奉仕をする側に立つと決めました。そこで今
回、上尾ＲＣさんに入会の検討をしたいと思い、
例会に参りました。皆さんとお会いできてとても
嬉しく誇りに思います。ありがとうございます。
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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、こんばんは。
今週月曜、先生とでは
なく研究室の峰川君と
一緒に宝蔵寺沼（羽生
市）に行きました。水
を採取して、ようやく
卒論の、いちばん重要な実験を始めることができ
ました。来春、卒業して博士課程に進学しますが、
１月末に卒論提出、２月に卒論発表というスケジ
ュールなので、まずは実験を毎日行い１カ月以内
に終わらせたいと思います。今夜も例会後、大学
に戻り実験を進めるので懇親会は欠席させていた
だきます。すみませんが、本日もよろしくお願い
いたします。

結 婚・誕 生 祝 い
結婚記念日 おめでとうございます！
大塚

信郎

会員

最近は演台で話す機
会が多くて嬉しく思っ
ています。
母親から、お酒と女
房は２ゴウまでにしな
さいと言われましたが、
女房は１人しかいないので、そのぶんお酒を３合
に増やし、昨夜は友人と２人でウイスキーを１本
飲みました。先日は２泊3日で、軽井沢の鹿島ノ
森というホテルに行ったら、紅葉がとてもきれい
でした。高峰高原までドライブして景色が美しか
ったです。しかし新車の試し運転を兼ねてのドラ
イブでは覆面パトカーに停められてしまい、罰金
を払う事になりました。
楽しい余生を送っております。本日は結婚記念
日のお祝いを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10
月10日で、以前の体育
の日（＝昔の東京オリ
ンピック開会式の日）
です。
ところで私は11月19
日に国際奉仕の卓話をさせていただきますが、国
際奉仕についてのことが、本日配られた『ロータ
リーの友』に掲載されています。横組み（左から）
Ｐ７〜１３に「グローバル補助金を知ろう」とい
う特集がありますのでそれを読むと、ためになる
と思います。私は国際奉仕の裏話的なことをお話
ししようと思いますので、どうぞお楽しみに。
本日は結婚記念日のお祝いをいただきありがとう
ございました。

例 会 主 題 〜 クラブフォー ラム ②
会員増強維持意見交換会
・女性会員（できたら２〜３人）の入会を目指し
ましょう。
・１業種１社（１名）ではないので、会員の同業
者さんも誘ってみましょう。
・退会者を出さないよう努めましょう。
・退会防止のために、会員がスピーチをする機会
を設けたい。
・当クラブの特色の一つに「野球部」があります。
甲子園でプレイできることを前面に出して誘って
みましょう。
・・・などの意見が出されました。

皆さま、
意見を交換していただき
ありがとうございました！
会員増強維持 がんばりましょう！

2020〜2021年度 9月 出席表

スマイル
宇多村会長 会員を増やすと共に、絆もより強くしていきましょう!
11月もよろしくお願いします。
尾花会員
仲間を増やしましょう。
大塚崇行会員 田代新会員は来週11月5日入会（入金）です。
よろしくお願いします。
島村会員
会員増強、
よろしくお願いいたします。
須田会員
10月は米取引で疲れています。

（10月22日）

芳賀会員

お久しぶりです。出席できずすみません。今後も宜しく
お願いします。結婚祝いのお花、ありがとうございます。

出席率
会員数
出席数
欠席数

３7
21
16
56.76％

ｕｂ Ａｇｅ
Ｃｌ

ｏｔａｒｙ
ｏＲ

ｂ Ａｇｅ
Ｃｌｕ

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

ｏｔａｒｙ
ｏＲ

深澤幹事／斎藤修弘副会長／長沼副幹事／武重会員／
大塚信郎会員／村岡会員／尾花会員／齋藤博重会員／
齋藤哲雄会員／樋口会員／坂本会員／丹井会員／奥川会員／

