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ロータリーは機会の扉を開く

行事予定
　　
4月22日  卓話 藤村 作 会員
　　　　「これからのコロナ禍
　　　　　の日常・その中での
　　　　　財団の行方」
　　　　（時間変更）

4月29日  定款の規定により休会

2020-2021年度　宇多村海児会長会長あいさつ
　皆さま、こんにちは。ご案内させていただきましたとおり、中里ガ

バナーがにわかに体調を崩されまして、公式訪問は再々延期となりま

す。急な変更にもかかわらず多くの会員の皆様にご出席いただき誠に

ありがとうございます。延期された公式訪問の日程については深澤幹

事からあらためてご案内させていただきますのでよろしくお願いいた

します。本来であれば4月8日、会長あいさつとして春爛漫を謳歌して

いますかというようなお伺いをするところであいさつを始めるところ

ですが、どうも日本全体的にそんな雰囲気ではなく本当であれば晴れ

晴れとした気持ちで迎える春も通り過ぎて行ってしまうのかなという

ふうに思います。３月、４月、本来でありますとこの時季、桜という

ことで上尾市内の学校も入学式・始業式ということで細野会員や大塚

崇行会員はお忙しいのではないかなと思っています。

　桜ということで我々日本人にとっては特別な意味をもつ象徴である

と思っています。桜を愛でる機会を奪われ、コロナが憎いなと思うわ

けですが、今年は半強制的に花見をさせない自治体が数多くあったの

ではないかなと思います。「今年は人間が少ないね」などと桜同士の

ヒソヒソ話が聞こえてきそうですが、そういうことであれば、「今年

はこれでいいや」と言って足早に散ってしまったのかなというふうに

思います。本来であれば私の子供の入学式の時、例えば上尾市立芝川

小学校の校庭は満開の桜でしたが、その桜も今年はもう緑色になって

しまい葉っぱが出てきて、校庭一面緑で囲まれてしまっています。

　それほど我々日本人にとって馴染みのある花ですが、ちょっと桜に

ついて、本をいい加減に読んでかつて知ったことがあるので余談なが

らお話しさせていただきたいと思います。桜はそこで宴を催す、賑わ

いがあるというイメージですが、実はその賑わいは、人間の感情とい

うよりも、一説によりますと桜の方から人間をハッピーにする物質が

放出されているんだというようなことを読んだことがございます。厳

しい冬を抜けて、だんだん暖かい日が続いてくると人間も外出し、だ

んだん生活も活発になってくるであろうかと思うのですが、たまに言

動や行動がおかしくなったりすると、春になったからねと、いうよう

なことを聞いたり言ったりしたことがあるのではないかと思います。
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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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近 況 報 告

　ご無沙汰しております。

仕事の話になってしまい

ますが、毎年3月15日が、

大晦日とお祭りが一緒に

来るような一日になって

いまして、昨年・今年は

コロナの影響で4月15日になっているのですが、な

んとなくスカッとしない状況です。それとは別に3

月21日に緊急事態宣言が解除されて３カ月ぶりにお

店でお酒を飲んだのですが、すごく美味しくて、す

ごく楽しくて、飲みすぎてしましいました。あと、

補助金がすごく出ていまして、一時支援金というの

があり、もう一つ、１兆円規模で6000万円の事業再

構築補助金があり、該当しそうな事業所さんがあり

ましたらぜひチャレンジしてみていただけたらと思

います。

深澤幹事／長沼副幹事／岡野会員／大塚信郎会員／大木保司会員／

齋藤博重会員／藤村会員／齋藤哲雄会員／須田会員／樋口会員／

小田切会員／丹井会員／関口良康会員

スマイルスマイル

会員数　　  ３８　　　
出席数　     ２４
欠席数     　１４

出席率

 ６３.１６％

大塚ＰＧの目の付け所に拍手です。

　細則。第９条「委員会」そして第10条「委員会の

任務」にしっかりと説明書きがされていることは、

素晴らしいことです。などとなっています。

　次年度に向けてよろしくお願いします。

宇多村会長　　残り３ヶ月、よろしくお願い申し上げます。

斎藤修弘副会長　地区研修協議会出席の皆様、よろしくお願い致します。

村岡会員　　　ガバナーにお会いできなくて残念です。

尾花会員　　　よい季節になりましたね。

島村会員　　　結婚祝いありがとうございます。

大木崇寛会員　３月誕生祝い、ありがとうございます。

山崎会員　　　久しぶりに誕生祝いを頂きました。ありがとうございます。

山崎　亮一　会員

いう診断から岡野先生の

ところでお薬を処方して

いただき現在治療中です。

暖かくなってくれば例会

に出席することができる

と思いますのでまたよろ

しくお願いいたします。私もコロナ禍で補助金関係

の申請を行っています。そちらが割と忙しくて、い

ろいろな場所に顔を出しています。

　お久しぶりです。仕事が忙しかったのと、体調が

思わしくなかったことでご無沙汰をしました。昨年

８月、心筋梗塞で血圧が高くなり、不整脈になり大

事をとらせていただきました。それと冬場になると

咳がとまらなくなる症状があり、この間、咳喘息と

　緊急事態宣言が解除さ

れ、少し忙しくなってき

たかなぁというところで

すが、一昨年の数字には

全然戻っていません。あ

まり暗くなっていても仕

方ないかなと思っています。去年一年間、いろいろ

なメディアに露出して、今度『あぴお』にも掲載さ

れます。それで４月29日に上平公園でAGETAKE（ア

ゲテイク）を開催します。前回は20店でしたが、今

回40店が出店するようになり、前回雨が降った中で

も2000人くらいだったので、今回は5000人くらい来

ていただけたらなぁと思います。あと息子が大学に

合格しました。ありがとうございました。

須田　悦正　会員

深澤　圭司　会員
　いま会社の方は入札シーズンで非常にバタバタし

ております。五月頃になれば入札も落ち着いてくる

のではと思っています。ぜひ須田会員のAGETAKEに

遊びに行きたいと思います。

関口　良康　会員

ROTARY CLUB OF AGEO

米山記念奨学会功労者表彰

ポールハリスフェロー授与

米山記念奨学会から委嘱状授与
須田悦正カウンセラーに委嘱書が授与されました。

第33回メジャードナー　大塚信郎会員

深澤　圭司幹事

幹　事　報　告

◇４月のロータリーレート

は１ドル＝１１０円です。

◇先週４月１日に行われ

た献血活動には多くの会

員の皆様にご参加いただ

きありがとうございまし

た。結果は36名が受け付けし、29名が採血してくだ

さいました。

◇再延期になったＩＭが、５月21日に開催すること

地区 2021-22年度出向委員 委嘱書授与

それは科学的に言うと諸説あるらしいですが、桜の

花びらから成分が出されているので、人間はハッピ

ーになるんだと、ものの本で読んだ記憶がございま

す。読んだ時にハッと思ったことがありまして、度

々私は映画の引用をしているのですが、1970年の終

わり頃、横溝正史という作家の金田一耕助という探

偵の優れた物語が立て続けに映画化され、その中の

ひとつに大ヒットした映画『八つ墓村』という作品

があり、その中で事件のカギとなる昭和20年代に起

こった過去の事件ということで、登場人物の多治見

要蔵が村を一人で襲うシーンがあります。頭に懐中

電灯を２つ付けて右手に日本刀、左手にライフルを

持って次々と村人を殺すのですが、その多治見要蔵

が殺りくに走るシーンの後ろで桜の花びらが舞って

いるんです。たぶん発狂したことを、殺りくシーン

の背景に桜を舞わせるというところが、当時の映画

は創りこんでいたなぁということで、おそらく舞う

桜の花びらで人間が発狂してしまったことを演出し

ているのではないかなという風に思います。ちなみ

に八つ墓村の脚本は、私が敬愛する橋本忍という脚

本家が書いていまして、ちょっとしたことですが、

そういうところで映画の表現を際立たせるというこ

とが、いまの映像作家にできるかどうかわかりませ

んが、いずれにしても桜というのは心身に変化を及

ぼすような力があると思います。それを愛でること

ができなくなったというのはちょっとつらいなと、

「来年こそ」との気持ちで一年一年過ごしていきた

いなと思います。

　今日の例会主題は、上尾ロータリークラブ、次年

度に向けてということで、中里ガバナーからいただ

いた手紙を読んでみたいと思います。会長あいさつ

は以上です。よろしくお願いします。

になりました。

◇当地区、ガバナーノミニーデジグネート（2023-24

年度ガバナー）が幸手ＲＣ・梨本松男様に決まりま

した。

◇鴻巣水曜ＲＣさんのふれあい鴻巣ウォーキングが

コロナの影響で今年も中止になりました。

須田悦正会員　藤村 作会員

青少年交換委員会委員　樋口雅之会員

ROTARY CLUB OF AGEO

RL I修了証授与

宇多村海児　会長

例会主題

　先ほど会長あいさつでお話しさせていただきまし

たとおり、昨日、中里ガバナーからメールが届いて

おり、本来、公式訪問が実施された際、クラブの会

長・幹事、会長エレクトとの面談の際、訊こう思っ

ていた一覧を送ってくださいました。それが19項の

箇条書きです。来年に向けて、という要素になりま

す。読み上げていきます。

　いちばん太字なのが「クラブ定款」および「クラ

ブ細則」紙の色を変えてあることは見やすいと思い

ます。但し上尾クラブさんの「クラブ定款」は2016

年度版のままになっています。大変、残念です。次

年度は間違いないようにしましょう。2019年度版に

すべきです。とのことです。因みに第８条　会合第  

1節　２節「年次総会」役員を選挙するための年次

総会は細則の定めるところに従い、毎年12月31日ま

でに開催しなければならない。となっていますが

2019年度版では、クラブ定款第７条、第２節−年次

総会では、役員を選挙するための年次総会は、細則

の定めるところに従い、毎年12月31日までに開催す

るものとする。となっていますので、細則を変更す

べきです。

　その他、第10条第６節「名誉会員」の表記も違っ

ています。同じく第７節「公職に就いている人」は、

2019年度版では、削除されています。第11条第2節

「制限」も違います。第12条「出席」のメークアッ

プ規定も違います。

　第４条「クラブの所在地域」はどういうことでし

ょうか？　もし変更するとしたら、その手続きはど

うしますか？

　クラブ細則の第６条「入会時事務登録手数料およ

上尾ロータリークラブ　次年度に向けて

RLI partⅡ　修了証　深澤圭司会員

び会費」　第１節は、「入会時事務登録手数料」と

なっていますが「入会金」とした方が分かりやすく

ありませんか？　

　第２節米貨６ドルは、ロータリアン誌の購読に充

てるとなっていますがロータリアン誌を取っている

のですか？地域雑誌の「ロータリーの友」とは違う

のですか？

　43ページ。会費の中で在籍25年以上、満77歳以上

で、本人の申し出により、上尾クラブ細則第６条第

３節の規定により、年会費120,000円となっていま

すが、会員の公平性ということから疑問を持つ会員

はいませんか？ RIとしては若い会員を増強すると

いうことから、若い会員への会費等の減額は推奨し

ていますが、どう思われますか？

　49〜52ページ。「充填及び未充填職業分類表」未

充填分類が沢山あって会員増強をするとの意気込み

を感じます。但し、建設業はいっぱいですね。未充

填を作って記載すべきです。全体に下の部分が空い

ています。ページ一杯に使って未充填の分類を増や

しましょう。

　61-66ページ。会員名簿。余裕をもって掲載され

ていますが、顔写真があればと思いますが、いかが

でしょうか？

　悪いことばかりでなく、いいところもあります。

年度計画書、全体にきれいで見やすくなっています。

　最初に地区組織図、ガバナー補佐、会長・幹事、

例会場一覧があるのは初めてです。何か意図がある

のですか？

　１-27ページ。RI会長テーマや、地区の運営方針

がきれいに記載されています。会長挨拶の中で、そ

れらについてしっかり説明されましたか？

　30ページ。宇多村会長さんの方針が掲げられてい

ますが、[計画及び実施方法]で実際の進捗状況と、

今後の見通しを聞かせてください。

　46〜48ページ。「年間行事予定表」年度末の６月

まで、ほぼプログラムが埋まっていて、そして見や

すくなっています。

　「ロータリーの目的」正しく表記されていますが

「：コロン」「；セミコロン」「.ピリオド」の役

割はどんなことでしょうか？当地区は、すべてのク

ラブが「ロータリーの目的」を唱和していますが、

導入されたのが大塚信郎ガバナー年度でした。その

後、ずっと続いていることは素晴らしいことです。


