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ロータリーは機会の扉を開く

行事予定

6月10日 卓話「仏像は語る」
　　　　 埼玉県美術家協会会員
　　　　 利根川健介様

6月17日 クラブフォーラム⑥
　　　　 『一年を顧みて』
　　　　 役員・理事・委員長
　　　　 による卓話

6月24日 最終例会
　　　　（例会時間変更）

2020-2021年度　宇多村海児会長会長あいさつ
　皆さん、こんばんは。先週のＩＭ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。元来なら新年度に向けて晴れ晴れ

とした気分になるところですが、今年度、やり残していることもある

ため、ちょっとまだ忙しい年度末です。

　さて本日の会長あいさつですが、前回（５／13）、命の問題とロー

タリアン・ロータリークラブということを、２回に分けてお話しした

いと思っていたのですが、無計画にもついつい話しはじめてしまい、

喋っているうちになんとなく全部の内容を１回で、事実を羅列したよ

うなだけになってしまって、宇多村はいったい何が言いたいのだろう

と思われた方がいると思います。その点を反省しています。命の問題

や人が生きることについて、私は割と若い頃から興味があり、ことあ

るごと折々に、人が生きるということはどういうことなんだ、そして

人が社会の中で生きるということはどういうことなのだろうかという

ことを考えることが多い青年期を過ごしたものです。私は五体満足、

何不自由ない体で幸いにも54年間生きてこられたわけですが、ハンデ

ィキャップを背負っている人たち、あるいは誰かの手助けを受けない

と生活できない人たちもいらっしゃいます。特に我々上尾ロータリー

クラブは、30回（＝30年）の「障がい者作品展示即売会」を主催して

おりますので、一般の方よりも実情に触れる機会がある団体、そして

その功績があると言える団体だと思います。

　実は２回に分けてお話ししようと思ったキッカケの１つに、障がい

者作品展示即売会の実行委員会での出来事があります。昨年、実行委

員会に深澤幹事とともに出席してきました。社会奉仕委員長をしてい

た時にも出席したことがあるので、様子はだいたいわかっていたので

すが、ちょっと違和感を覚え、意見を申し上げてしまいました。と言

いますのも、ほとんど市役所の方の一方的な説明で、果たしてこれは

何のためにやっているのか、誰のためにやっているのか、というとこ

ろがスッポリ抜け落ちたかのような印象がありました。コロナ禍です

ので、開催できるかどうか、というところもあったのですが、それよ

りも市役所の担当の方が、数あるイベントの中の１つのようにとらえ

ているのかなと思っていたのですが、ついに集客のための新たな企画
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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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宇多村会長／深澤幹事／斎藤修弘副会長／

長沼副幹事／大塚信郎会員／村岡会員／尾花会員／

大塚崇行会員／島村会員／齋藤博重会員／藤村会員／

齋藤哲雄会員／須田会員／樋口会員／門崎会員／

小田切会員／丹井会員

スマイルスマイル

会員数　　３8　　　
出席数　　22
欠席数      16

出席率 57.89％

また活性化することでその二次的な効果として会員

増強に繋がっていくであろうということで、入会歴

の浅い会員にRLIを受けていただきたいと思います。

また、ロータリー情報委員会を樋口委員長に歴浅会

員に向けて、またロータリー活動の意義を再認識す

るためにも開催してもらいたいと思います。

・米山記念奨学生：地区特別枠で荘正宇君（日本薬

科大）の世話クラブになります。コロナ禍でまだ来

日できていませんがよろしくお願いいたします。

　最後に、生涯で一度きりの会長経験　失敗を恐れ

ずにチャレンジしていきたいと思います。会長とい

うと「長」という肩書ですが、まずは自分自身がク

ラブのために奉仕して、会員の様々な意見に耳を傾

けていきたいです。60周年を目前に控えた年度。歴

史と伝統ある上尾クラブが今後益々発展していくよ

う、その１パートを担う年度となるよう、まずは奉

仕、そして親睦をモットーに一年間、私にとって非

常に重責でもあり緊張する立場ではありますが、ク

ラブのため皆さんのために頑張って行こうと思って

います。至らぬ点が多々あるかと思いますが、その

際はどうかご指導ご鞭撻をいただけますと幸いです。

何卒よろしくお願い申し上げます。

の2つの大きな項目によりフォーカスした活動をし

ていきたいと思います。まずは奉仕についてです。 

・クラブ奉仕：職業奉仕的なことですが、クラブ内

で何か困っている会員がいたら幹事報告や本人から

の近況報告の場を設けるなどでして、まずは会員間

の情報共有をして、メンバー間で力になれることが

あったらそのような風土を醸成していけたらいいの

かなぁと考えています。また職業奉仕の観点で、会

員卓話をプログラムしたいと思います。

・社会奉仕：地区補助金通常枠を使っての事業。視

覚障害をもつ障がいの方がいる施設「領家グリーン

ゲイブルズ」への保冷庫の支援を考えています。　

・青少年奉仕：ローターアクト創立に向け模索して

いきたい。インターアクトも再始動できるように。

・国際奉仕：やれる範囲でダナンの施設への支援を

したいと考えています。

　次にもうひとつ重要な「親睦」についてです。

・親睦活動委員会：コロナ次第ですが、７月に納涼

例会を屋外でやりたいと考えています。

・ホビー委員会：ゴルフや野球部の練習だけでもた

まにやっていきたいと思います。須田直前の角打ち

飲み会もやりたいと思います。

・会員増強は EACH ONE, BRING ONE. 世界で

120万人→130万人にが目標とのことです。みんなで

やろうではなく、一人一人がやってほしいとRI会長

は仰っています。また今年度の宇多村会長もクラブ

ビジョンに掲げている「老壮青が融合した活気ある

クラブを目指す」について→中期的戦略目標60周年

までに50名。あと12名なので、私の年度で6名は入

会していただきたいと思いますが、会員数３名増加

とガバナーには伝えました。皆様の力を借りてイー

チワンブリングワンでやっていきたいと思います。

　さてクラブのさらなる活性化へと繋げるために、
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結婚・誕生祝い

結婚記念日　おめでとうございます！

委員長報告

深澤　圭司幹事

幹　事　報　告

◇中里公造ガバナーが病

気療養から復帰します。

しばらく小林副ガバナー

が代行を務めていました

が、６月10日から中里ガ

バナーが復帰する予定と

のことです。

◇日本のロータリー１００周年を祝う会が先日開催

され、その時の動画がオンライン配信されています。

６月18日までご視聴いただけます。

◇６月の例会の会場はまたフローラに戻ります。

長沼　大策　副幹事

齋藤　博重　会員

について発言をされたので、私は話を一旦止めて、

意見を申し上げたんですね。それは次のようなこと

でした。市役所の担当の方が喋っている間、事業所

の方の意見・発言はまったくなくて、それも違和感

があったことなのですが、まず何よりもこの障がい

者作品展示即売会で、売り上げの問題があるのかも

しれませんが、展示即売会ではモノを売るだけでは

なくて、外に向けて、来場してくれるお客様に対し

て本当に伝えるべきはなんなのかということをもっ

と事業所の皆さんから発信してもらいたい、と。市

役所の方も集客のために考えたのだと思いますが、

大きな目的というのは、社会と障がい者の方、健常

者と障がい者の方のつながりに加え、いかに事業所

を運営されているのが大変か等、物品を販売するこ

とを通じて訴えていかなければいけないのではない

か、そこをもう一度よく考えてもらいたいと申し上

げました。会場は一瞬で静まりかえり、市役所の担

当者も黙り、結果的に今年度は（コロナ禍で）中止

になりましたが、ここで前回の会長あいさつにもつ

ながってくるのですが、私たちはとかく五体満足に

動けて日々生活ができることから、なかなか障がい

者や世話をしている人の大変さに思いを馳せること

ができないというところで考えてみますと、私たち

はロータリアンである、ロータリアンであるからに

はやはり一般の方以上に人が生きるということ、そ

れは健常者であれ障がいを持つ方であれ同じように

人間が生きるということはどういうことなのかとい

うところを深堀りしながら考えていかなくてはいけ

ない、そういう団体であろうかというふうに思って

おります。ちょっと話はまとまりませんが、生きる

ということについてはまた話したいと思います。

　最後に新聞で皆さんもご覧になった方がいらっし

ゃると思いますが、北海道・北東北の遺跡跡群　縄

文遺跡が世界文化遺産に指定されそうだと大きく報

道されていました。その中で見つかった骨には、頭

の大きさに比べてやけに足が細いからこれは女性の

骨であると思われていたものが、ＤＮＡの鑑定でポ

リオを患っていた縄文人だと最近の研究からわかっ

たそうです。となりますと4000年近く昔から障がい

をもつ、助けがなければ動けない、縄文人ですらそ

れに寄り添って生きていくことができたわけでござ

います。現代人と縄文人は違いますが、昔であれば

尚のこと生活がたいへんだった環境の厳しさがある

中でもできたわけです。我々も果敢にそういったこ

 

とに対して取り組んでいかなければならないと、今

日新聞を読んで改めて思ったところです。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。

　年度計画書作成にあたり、会員名簿に変更箇所が

ないかのご確認をご郵送させていただいています。

またコロナ禍であることから次年度役員理事委員長

会議は見送らせていただき、委員長予定者さんには

委員会方針・計画の記載をお願いしています。

　それと、クラブ細則の一部改正についてのご提案

を同封させていただいております。来週の例会で臨

時総会にてご判断を投票いただきますので、内容の

ご確認をよろしくお願いいたします。

　お祝いをいただきありがとうございました。５月

５日が結婚記念日で、今年で30年という節目を迎え

ました。25周年の時、シンガポールからモルディブ

に旅行に行きましたが、今回はコロナ禍ということ

で、旅行は見送りました。思いがけないことが一つ

ありました。社会人になって２年目の息子から「30

年はすごいよ」と誉めてもらいました。息子の知り

合いには何組か離婚されている方がいるそうです。

この子どもの発言で、救われたように思いました。

30年、いろいろありましたが、このように生活でき
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お誕生日　おめでとうございます！

ポールハリスフェロー授与

例会主題
次年度計画発表

　次年度会長予定者の斎

藤です。私は2013年４月

に入会しました。当時は

ロータリークラブがどの

ような活動をしているの

か全く分かっておらず、

須田さんの会長年度で幹事をやらせていただいてや

っと会務の事がある程度が分かってきました。須田

さんから幹事のお願いを受けた時に、いよいよ会長

が回ってくるのかと覚悟を決めたのを覚えています。

次年度会長予定者　斎藤　修弘　会員

今まで会長をやってこられた諸先輩方は皆さん、会

社の経営者で一国一城の主ですが、私は個人事業主

ではありますけど、社会体裁的には保険会社の１社

員です。このような私が、歴史と伝統ある上尾クラ

ブの会長をやらせていただいてしまって大丈夫なの

かな、分不相応ではないかと感じております。ただ、

幹事をやらせていただいてロータリーの事が分かる

とロータリー活動がより楽しくなりましたし、先日

のPETSでも講師から「会長をやるのは一生に一度」

と幾度となく言われました。やるからには、クラブ

の発展にほんの少しでも寄与できればと思い、４つ

のテストにもある「みんなのためになるかどうか」

を念頭に置いて、まずは皆さんのために私自らがク

ラブのために奉仕していこうと思っております。

　ここから具体的に次年度どのようにやらせていこ

うかという年度計画をお話しいたします。

◆PETSを受けて
◎RI会長シェカール・メータ氏はインド・西ベンガ

ル州カルカッタRC所属。RIテーマは、『SERVE　
TO　CHANGE　LIVES』 奉仕しよう　みんなの人生
を豊かにするために　です。

　私ごとで恐縮ですが、この一連のコロナによる影

響で2年前に比べて収入が4割減となり、苦境を強い

られています。今の生命保険業の仕事をやるように

なって10年経ちますが、ここ最近ほど不安に感じた

ことはありません。ですが、こんな時こそ須田さん

のスーダーイーツやアゲテイクを見習い、苦しいの

は自分だけではない、苦境に立たされた時こそ「世

のため人のために」との精神でやっていこう、コロ

ナで社会情勢がほんと一変してしまいましたが、こ

ういう逆風吹き荒れるタイミングで会長をやらせて

いただく事に、自己研鑽できる良い機会であると言

い聞かせ感謝の気持ちで受け止めています。

◆松本輝夫ガバナー（さいたま中央RC）についてで

す。地区運営方針は　COVID19に負けずに「クラブ
に変化と成長を」です。 

　今日のこの発表の機会を受けて、改めてロータリー

クラブとはどのように定義されているのか、インター

ネットで調べてみました。

　「ロータリークラブ」とはウィキペディアでは　国

際ロータリーが世界初の奉仕クラブ団体であり、

200以上の国と地域に3万３000クラブを擁し、会員

数は約120万人、とありました。

◆次年度は中核的価値観の中でも、奉仕と親睦、こ

ているので感謝しています。これからもよろしくお

願いいたします。

深澤　圭司　会員
　５月９日に55歳になりました。最近、容姿を変え

ようと思い、美容整形に通っています。２年後には

クラブの60周年という大役が回ってきますのでシミ

などを抜いて、見かけだけでも若返ろうと思います。

お祝いいただきありがとうございます。

藤村　作　会員


