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奉仕しよう  みんなの
人生を豊かにするために

行事予定

7月15日  前年度事業報告
             前年度決算報告

7月22日  定款の規定により休会

7月29日  納涼例会　
             会場：信濃路
            （例会場・時間変更）

ビジター
国際ロータリー第2770地区
上尾北ロータリークラブ
　　会長　杉中尚平様
　　幹事　岡野政美様

2021-2022年度　斎藤　修弘会長

　皆さま改めまして、７月１日か

らの新年度、会長を務めさせてい

ただきます斎藤修弘です。

　今日が７月１日で、年度終わり

の最終例会は来年６月３０日と、

ラッキーなことに３６５日丸々フ

ルでの年度となりますが、これか

らの一年間、何卒よろしくお願い申し上げます。

　さて、今年度の事業計画的なお話はこの後の例会主題でお話しさせ

ていただきますので、第一例会となる最初の会長挨拶は、私のバック

グラウンド的な事を交えてお話ししたいと思います。

　叔父が桶川のボーイスカウトの団長をやっていた関係で、小学２年

の時にカブスカウトに入団。小６の時に中学受験が目前に迫り辞めて

しまいましたが、それまでの４年間、中山道のお祭りの後のゴミ拾い

や、赤い羽根や緑の羽根の募金といった事をやりました。ボランティ

ア活動に初めて触れたのがこのカブスカウト、ボーイスカウトでした。

特にお祭りの後のゴミ拾いは、毎年何気に楽しみにしていたのを記憶

しています。ボーイスカウトの制服を着て、お祭りが終わる時刻にな

ると一斉に中山道に隊員が繰り出して、颯爽と沿道のゴミを拾ってい

くのですが、「良いことをやっているんだ」というような完全なる自

己満足ですけど、そんな爽快な気分を味わっていた記憶があります。

祖父母と３世代一緒に住み、その頃の昭和という時代がそうだったの

か分かりませんが、小学生の頃は「一日一善」という言葉をよく耳に

していました。最近では全くと言っていいほど聞かなくなりました。

　中学生から大学までの学生時代は自分の趣味や好きなことに没頭し、

会長あいさつ 所信表明

新旧会長・幹事引継式が行われ、
襟ピンバッヂと襷が引き継がれ
ました。
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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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例会主題 

会員数　　３5　　　
出席数　　24
欠席数      11

出席率  68.57％

2021-2022年度　斎藤　修弘会長

上尾北ＲＣ　杉中尚平会長　岡野政美幹事

　 本日、お世話になります。斎藤会長、長沼幹

　 事、明日お待ちしております。

スマイルスマイル

斎藤会長／長沼幹事／深澤副会長／門崎副幹事／

武重会員／岡野会員／大塚信郎会員／小林会員／

村岡会員／尾花会員／大木保司会員／細野会員／

大塚崇行会員／齋藤博重会員／関口和夫会員／

藤村会員／須田会員／樋口会員／宇多村会員／

坂本会員／坂会員／小田切会員／大木崇寛会員

本年度事業計画発表

◆RI会長テーマ　RI会長はインドのシェカール・メ

ータさんです。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。「人のために世話をし、奉仕することが最良

の生き方。なぜなら、その経験を通じて誰かの人生

だけでなく、自分の人生を豊かにできるのだから」

と仰られています。

◆地区運営方針　松本輝夫ガバナー年度の地区運営

方針はCOVID19に負けずに「クラブに変化と成長

を」です。

◆クラブ概況　６月末に３名退会し、７月１日の会

員数は３５名になります。クラブビジョンでは60周

年までに45名に増強したいと思います。中期戦略計

画では①会員の拡充　②インターアクト活動の強化

　③ローターアクトクラブの設立　④会員相互間の

ビジネス面での積極的協力体制の構築　を掲げます。

◆計画及び実施方法では　３．会員増強で「職業分

類の多様性を高める」と追加しました。５．世界ポ

リオデーの参加では、藤村ロータリー財団部門委員

長が以前仰っていた、地区の「ロータリー奉仕デー」

イベントへの参加・お手伝いを予定しています。

◆行事予定　卓話について。職業奉仕の意味合いで

の会員卓話を多く行いたいと思います。その他、近

況報告を設けて困っていることなど、身近な会員か

ら助けてあげる、助け合えたらいいなと思います。

会員卓話でもっと自社業の事などお互いをより深く

知るためにどんな些細な事でも構いません　何かあ

ったら私か幹事、大木プログラム委員長までご一報

ください。

◆年度計画書に載っていないがやっていきたい事

　情報委員会を樋口委員長のもと、開催したいと思

います。また入会年度の浅い方にはRLIを受けて、

お金が有効に増やされ使われていることを知ってい

ただきたいと思います。ロータリアンである事を今

以上に誇りに感じていただきたいです。

 　国際奉仕では、ベトナムダナンでの国際奉仕事

業（委員会費の中でやれること）を模索中で、現地

調査を行っています。

　青少年奉仕では、インターアクト再開、ローター

アクトクラブ設立に向けて丹井委員長と調整してき

たいと思います。

 　親睦活動では年に２〜３回の角打ちの再開と、

ホビー委員会で、クラブ内のゴルフコンペ、野球の

練習を行いたいと思います。

　次年度、６０周年に向けて、準備委員会を立ち上

げて徐々に動き始めたいと思います。

◆会員増強への動き　コロナの影響が主な原因で、

３名が退会、35名からスタートとなりました。中核

的価値観の中の３つめ、多様性とあります。いろい

ろな職業の会員が所属しているのもロータリーの魅

力であるし強みだと思うので職業分類の「多様性」

をより高めたいと思います。またクラブに所属する

事のメリットをより享受するため職業分類で足りな

いところをカバーする新会員を招き入れ、多様性が

より高まることでクラブとしての魅力とポテンシャ

ルがより高まると思っています

　最後に、私は大きなことはできませんが、一つ一

つ丁寧にみなさんに楽しい一年だったと思ってもら

えるように努めます。そして次年度の６０周年で、

クラブがさらに活性化しているように会長幹事で力

を合わせ頑張っていきます。ご意見・ご指摘等ござ

いましたら、どうか遠慮なくご指導ください。一年

間、よろしくお願いいたします。

ROTARY CLUB OF AGEO

プルデンシャルに入ってからの２年間は文字通り完

全なる「修業期間」でして、毎日９時に出社し、毎

日終電までずっとお客様と商談で会い続けて、週に

３件の契約を毎週取り続けるというのを１年間５０

週連続でやり続けました。２年の修業期間が終わる

と活動するエリアや仕事のスタイルは個人の自由に

活動できるということで、１５年間ずっと都内勤務

でしたので、離婚を機に地元に帰っていましたので

地元を中心に活動しようと決心し、このロータリー

クラブに入会させていただきました。

　ロータリーに入って早いもので丸８年が経ちまし

たが、振り返ってみれば自分がこうして今ロータリ

ークラブの一員としていること自体、昔の自分では

到底想像もつかない事でした。社会人になってこの

２５年を振り返ってみると、まだまだ短い人生です

が、出会いだったりたった一つの出来事でどのよう

に道が進んでいくか分からない。諸先輩方の経験に

比べたら遥かに小さなことですが、仕事、プライベ

ート、ロータリーライフを重ねて、これからの人生

どのようになっていくのか楽しみです。

　よくロータリークラブの事を会費が高いとか、毎

週の例会がきついというのを理由に断る方が多いで

すが、シンプルに考えてみると、そのようなネガテ

ィブな反応や理由が出ないくらいの団体になってい

ればいいんじゃないかと思います。青年団体では学

ぶことのできない、気付くことのできない事も多々

あるし、一番の魅力は幅広い年代の地元の名士、経

営者の方と仲良くなれる事。ライオンズや法人会な

ど似た団体もありますが、他の団体では経験できな

い事が多い、自分の払った会費が国内はもとより世

界規模での色々な奉仕活動に使われている、そして

様々な事を学べる、経験できるという意味で授業料

といいますか自分への投資として捉えています。胃

に穴が開くくらいこの仕事では食っていけないとい

った状況にならない限り、上尾ロータリークラブの

会員であり続けたいと思っています。

　今年度どのようにクラブ活動をやっていくかはこ

の後の主題の部でお話しさせていただきます。今年

度はコロナワクチンの普及で例会が休止になること

もどうやらなさそうで、皆さんと奉仕活動を楽しみ

つつ、さらに親睦を深める楽しい一年にしていきた

いと思います。

　会長挨拶は以上です。一年間どうぞよろしくお願

いいたします。

社会人になったらなったで仕事の事で大半の時間と

思考を費やし、残った時間で友人と飲みに行ったり

異性と遊んだりで、奉仕とかボランティア活動をし

ようという気持ちはほぼ皆無でした。なので小６で

ボーイスカウトを辞めてからというもの、奉仕やボ

ランティア的な事は今の会社に転職するまでほとん

どというか全くやる機会がありませんでした。

　今のプルデンシャル生命保険にジョインしてから

は、私の所属する支社が品川区の大崎なので、品川

区のボランティアセンターを通じて、毎年障がい者

が入居している施設に赴いて車イスの清掃をしたり、

献血活動などを年に３、４回やるようになったので

すが、ロータリークラブが奉仕団体であることすら

知らずに、地元の経営者や名士の方が集うという認

識だけで８年前の４月にこの上尾クラブに入会させ

ていただきました。

　私の父は桶川で設計事務所をやっていましたが、

私自身は大学卒業後は新卒として出版社で働きだし

９年間在籍し、その後、同じオーナー社長が経営し

ていた広告代理店に営業強化のヘルプ人員として転

籍し６年間いました。

　前職の社長というのが凄く変わった方なので軽く

触れようと思うのですが、世田谷の等々力にある井

上陽水さんの家を本人から直接借りて住んでいた人

で、今ちょうど６０歳の方なんですが、バブル絶頂

期に大学生、社会人となりそのままのノリで会社を

立ち上げたイケイケの人でした。「絶対きれいにな

ってやる」というセリフで一世を風靡したエステテ

ィックはTBCのCMで芸能界入りをした坂井真紀さ

んが銀行かどこかの窓口で働いているのを社長自ら

まだ独立する前のサラリーマン時代の時にスカウト

して、自らCMのクリエイティブディレクターとなっ

て彼女を起用した、とういのをよく自慢話で聞かさ

れていました。社長はほんと織田信長のような人で、

カリスマ性もありますが非常にワンマンな経営者で

した。その１ブレインとして２８歳からの８年間、

経営企画部の部長として過ごせたことは、精神的に

めちゃくちゃ大変でしたが非常に良い経験でした。

　ー新卒以来１５年間その会社にいたので、一生涯

ずっとサラリーマンでいるのだろうと思っていまし

たが、ある日突然携帯電話にかかってきた一本の電

話でプルデンシャル生命と出会い、１５年働いた会

社の社長に辞意を申し上げ、現在のプルデンシャル

生命に転職することになりました。

ROTARY CLUB OF AGEO

近況報告

幹　事　報　告

◇年度計画書を配布しま

した。定款・細則が変更

されています。

◇ロータリーの友事務所

から『ロータリー日本の

100年史』が発行され、

クラブに１セット贈呈されるとのことです。個人で

も購入したいという方がいましたらクラブでまとめ

て申し込みますので幹事宛にご連絡ください。

◇「財団室ニュース」によると野生型ポリオウイル

スによる症例数が、2021年１月〜６月22日の間、パ

キスタン１症例、アフガニスタン１症例にまで減っ

たそうです。ポリオ根絶まであと少しですね。

◇2770地区内の新型コロナ感染状況についてですが、

４月末までで20名が感染し、お一人の方が亡くなっ

たそうです。ご冥福をお祈りします。

上尾北ロータリークラブ　幹事　岡野政美様
お客様からあいさつ

長沼　大策幹事

　私が入会したのは2018

年１月でロータリー歴は

３年と６カ月です。メー

キャップで他クラブに訪

ねたのは初めてで新鮮に

思っています。一年間、

杉中会長のもと、なんとか幹事の職務ができたらと

思います。ぜひいろいろ教えていただきながら、今

後ともよろしくお願いいたします。

　上尾クラブさんは親し

くしている方が大勢いて

ほっとしています。先日

の第５グループ会長幹事

会の後、斎藤会長と長沼

幹事が上尾北クラブにメ

ーキャップでお越しになると連絡をいただき、私も

上尾クラブさんにメーキャップさせていただきまし

た。私は会長になるまで上尾北クラブの存続の意義

があるのか疑問でしたが、岡野幹事や竹中直前会長

がいろいろと準備を手伝ってくださり、だんだんや

る気のスイッチが入りました。

上尾北ロータリークラブ　幹事　杉中尚平様

　1997年の野村ヤクルトvs長嶋巨人の開幕戦、巨人

の斎藤雅樹から、広島を自由契約になってヤクルト

に入団した小早川毅彦が３打席連続ホームランを放

ち勝ちました。野村監督は開幕戦を振り返り「この

開幕戦は単なる１試合ではなく、今日の試合で一年

間のすべてを決する試合だった」と言ったんですね。

その言葉の通り、勢いに乗ったヤクルトがその年優

勝しました。それで上尾北クラブの７月２日はこの

開幕戦に匹敵する第一例会で、私は全てを賭け、一

年間「できるぞ」「今年は楽しそうだな」という希

望を会員さんに与えたいと思います。

　来年、上尾北クラブはIMを主催し、周年事業もあ

ります。だから私の役割は、周年事業を盛り上げる

ため、みんなが一致団結できるような体制にして、

バトンタッチしたいと思います。IMを成功させるた

めには上尾クラブさんのご協力をいただければと思

いますので、よろしくお願いいたします。

長沼　大策会員
　斎藤会長の意向で、会員同士、もっとお互いを知

ってもらおう、例会に来て演台で発言してもらおう

という意図で「近況報告」コーナーを設けました。

　私の近況報告です。仕事では、花火大会も、産業

祭も、イルミネーションも今年はなくて、ポスター

やパンフレットの印刷業務は減っていますが、代わ

りに動画やウェブ制作の業務が増えています。今、

ペルシア絨毯のネットショップを作っています。イ

ランの倉庫にあった、年代物の世界的にも貴重な絨

毯が見つかり、本来なら１枚3000万円くらいする絨

毯を1000万円台で販売しようとショップを構築して

います。ただ、さすがにポチっと買ってもらえるか

不安なので、ペルシア絨毯好きな方、コレクターが

いたらご紹介いただけると幸いです。

　プライベートでは、私の妻は心の病気にあり、時

々思わぬトラブルが起きるのですが、なにが起きて

も怒ったり慌てたりしなくなりました。身の回りで

起きることは、だいたいOKになりました。大木保

司会員が「仏の大木」、須田会員が「神様」「メシ

ア」と呼ばれているように、私も「菩薩の長沼」と

呼ばれるようになりたいと思います。

　簡単ではありますが、近況報告のお願いについて

大木崇寛プログラム委員長から連絡がありましたら

快く引き受けていただきたくお願い申し上げます。


