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会長あいさつ

2021-2022年度 斎藤 修弘会長

皆さん、こんにちは。本日は多くのビジター・ゲストの皆さま、よ
うこそお越しくださいました。12月２日公式訪問の準備例会というこ
とでガバナー補佐・渡辺様、ガバナー補佐幹事・中村様と、インター
シティミーティングのキャラバンでＩＭ実行委員長の片桐様、そして
上尾市スポーツ少年団本部長・小板橋様、副本部長・稲垣様、後援会
会長・島村健様、後ほどご挨拶をお願いいたします。
先週末には地区大会があり、ご参加された皆様、長丁場大変お疲れ
様でした。二日目の日曜日は12時開始で終了が18時近かったので例年
より１時間ほど長かったでしょうか。私は13日（土）のＲＩ会長代理
晩餐会に参加してきました。まず食事が最高でした。松本ガバナーが
ロイヤルパインズホテルさんの中でも最高の料理を出してくれる事に
なっていると挨拶で述べられていたように本当に美味しかったです。
次にアトラクションで、ヴァイオリニスト大谷康子さんの演奏が凄か
ったです。テレビで見るようなレベルの演奏で、今まで見た・聴いた
中で最も良かった演奏でした。大谷さんは今年でデビュー46年。文化
庁の「芸術祭大賞」を受賞していたり、BＳテレ東の「おんがく交差
点」では司会をしている方です。演奏したのはバッハ作曲のＧ線上の
アリア。これを編曲したウィルヘルミという人が使っていたヴァイオ
リン＝1725年製（徳川吉宗の時代）を日本音楽財団から借りて演奏し
ていました。食事会は去年に続き密を避けるために幹事の招待はなく
会長のみで少し寂しい気持ちで参加したのですが、第５グループ以外
の会長さんとも若干ですが交流が出来て非常に有意義な時間でした。
地区大会二日目は各種表彰のなかで宇多村年度の国際奉仕事業がガバ
ナー賞を受賞ということで
宇多村直前会長の代理で登
壇させていただきました。

ROTARY CLUB OF AGEO

地区内74クラブ中受賞したのは７クラブのみで、し
かも上尾は７クラブの中で最初に読み上げられ私は
何もしていませんが目立ってしまい、内心肩身の狭
い心境で壇上に立っておりました。ということで宇
多村直前会長に表彰状をお渡ししたいと思います。
おめでとうございます。
さて話は変わりますが、11月15日は七五三の日で
したがある歴史上の人物の誕生日であり命日です。
「俺は議論はしない。議論に勝っても人の生き方は
変えられぬ」「日本を今一度洗濯いたし申候」と今
から154年前の1867年、京都河原町の近江屋で殺害さ
れた坂本龍馬です。その龍馬の盟友として大政奉還
を成し遂げた立役者の後藤象二郎。後藤は少年期に
父を失い、叔父である吉田東洋に預けれて育ったそ
うです。その吉田東洋を、武市半平太率いる土佐勤
王党が暗殺しました。いわば、後藤にとって龍馬は
仇敵だったのですが、司馬遼太郎の名作『竜馬がゆ
く』の中で龍馬が後藤象二郎のことを評価してこの
ように述べていたセリフがあります。
* * * * *
あいつにとってはこの坂本竜馬はおじの仇の片割れ
といっていい。しかしあの男は、あれだけの長い酒
の座でひとことも過去を語らなんだ。ただ将来のみ
を語った。これは人物でなければできない境地だ。
* * * * *
藩の将来のため龍馬と後藤が日本の将来のために、
お互い過去の因縁を一度忘れて手を組もうとする場
面です。人が実際に生きることが出来るのは「今だ
け」です。だからこそ、将来を見据えて今を生き切
ることが大事なのだと思います。忘れたい過去があ
ったとしても今を頑張って生きて行こうという当時
の幕末の志士と言われた漢の気概が伝わってきます。
船井総研の創業者で、コンサルタントの船井幸雄
氏も以下のように語っています。
「会話の中で過去の話が多いようであれば、その人
は現状では伸びないと判断してまず間違いありませ
ん。未来への話が圧倒的に多い人なら、心構えの点
では合格点といえます。」と。
龍馬の時代にはまだ「日本人」という概念があり
ませんでした。今からわずか150年前のこと。今私
たちが当たり前と思っている概念も、10年、20年と
いう短い期間で変わってしまうことがあるかもしれ
ません。概念や観念という言葉を調べてみました。
・既成概念… 広く社会で認められ、通用している

概念。いわば、社会の思い込み
・固定観念… 心の中に凝り固まっていて、他人の
意見や周りの状況によって変化せず、行動を規定
するような観念。いわば、個人の思い込み。
とのことでした。私自身も、既成概念、固定観念に
捉われることなく、好意と友情を深めるか、みんな
のためになるかどうか、を胸に、ロータリー活動は
もとより、日々の活動にも落とし込んで実践してい
きたいと思います。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。

幹

事
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長沼 大策幹事
◇11月のロータリーレー
トは１ドル＝114円です。
◇インターシティミーテ
ィングが２月24日に桶川
市民ホールで開催されます。
◇１月の新春賀詞交歓会
は、上尾商工会議所から「新型コロナウイルス感染
拡大防止および出席者の健康と安全面を考慮した結
果、見合わせとなりました」と連絡がありました。
◇RYLA研修セミナーが2022年３月、宮古島で開催
され、参加者を募集しています。参加希望者は幹事
宛にご連絡ください。
◇国際大会が６月、アメリカのヒューストンで開催
されます。日本旅行のツアー７日間プランのご案内
が届いていますので回覧させていただきます。

第5グループ ガバナー補佐 ご挨拶
第５グループガバナー補佐 渡辺博司様（上尾西RC）
皆さん、こんにちは。
本日は公式訪問前のクラ
ブ訪問と、２月に開催さ
れますIMへのご参加ご協
力のお願いと内容のご報
告で、片桐勇IM実行委
員長と参りました。まず12月２日に行われるガバナ
ー公式訪問についてです。あるクラブの会長さんが
「公式訪問とはクラブのモチベーションを高めるよ
うな行事だ」と言っていました。事前懇談会に於い
ては、定款・細則についてガバナーから質問がある
かもしれません。第５グループのトリとなりますの
でどうぞよろしくお願いいたします。

ROTARY CLUB OF AGEO

すが、今年は両方とも中止になりました。昨年は女
子野球のオール上尾選抜チームが県大会で優勝し、
サッカーでは朝日FCがやはり優勝しました。一昨年
前は大石南ミラクルズが長崎県で開催された全国大
会に出場しベスト８まで進出し特別賞を受賞してき
ました。上尾市スポーツ少年団はあと３〜４年で創
立６０年を迎えます。上尾市では野球、サッカー、
バレー、バスケットボール等、８部会、４２団あり
ます。今年も従来通りの方向にもっていきたいと思
いますので、引き続きご支援ご指導いただきたくお
願い申し上げます。

I n t e r c i t y M e e t i n g キャラバン

IM実行委員会 委員長 片桐 勇様（上尾西RC）

IMの実行委員長を仰せつかりました片桐勇と申し
ます。2022年２月２４日、桶川市民ホールで開催し
ます。13時登録開始、13時30分に点鐘し開始となっ
ています。セレモニーを終えた後、各クラブの会長
さんに、前年度より作成されたクラブビジョンの進
捗状況の発表をしていただきます。３分程度でお願
いします。記念講演は、池谷幸雄氏の弟、池谷直樹
氏を講師としてお迎えしております。「高く飛ぶた
めには」というテーマで講演してもらいます。講演
ではパフォーマンスをしてくださるということです
ので楽しみにしています。なおコロナ禍ということ
で、懇親会は開催しません。代わりの案を模索して
おります。ぜひ上尾クラブの皆さんには大勢のご参
加をお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願
いいたします。

米山記念奨学会功労者表彰
島村 健 会員
第16回
メジャードナー

近況報告

門崎 由幸会員

お 客 様 からあいさつ
上尾市スポーツ少年団 本部長 小板橋英雄様

上尾RCの皆さんにはスポーツ少年団にご支援・ご
指導をいただきありがとうございます。今年は、去
年と比べ、上尾市の児童数が減少している傾向にあ
るらしくて登録人数が少し減ってきました。例年は
どんなに少なくても2000名以上はいたのですが、今
年は登録団数が1200名ほど、指導者が700名ほどで、
合計1900名ほどになりました。そのような中、野球
部会の大石南ミラクルズが春の県大会で優勝しまし
た。本来はその後、関東大会、全国大会に行くので

いいことではなく悪い
ことばかりなのですが、
母親の体調が芳しくなく
１週間ほど検査入院しま
した。大事には至らず、
問題なく退院したのです
が、その後ポリープがあるということでまた藤村病
院さんにお世話になっている状況です。女房も介護
疲れといいますか寝込んでおります。私は健康診断
で血圧が180-200でしてかなりまずい状況になって
います。あとで武重先生や藤村先生にご相談させて
いただければと思います。来年は幹事ということで
それまでには体調を整え、健康な体で幹事を務めら
れたらなぁと思っております。
さて、いま上尾市管工事業協同組合で代表理事を
務めさせていただいておりまして、少しご紹介させ
ていただきます。上尾市管工事業協同組合は市内の
３０社が組合員という形で組織を作っております。
事業内容は24時間、365日、漏水に対して対応して
いたり、メーター交換を行っています。代表理事を
やっている中で、同じことをやるだけでは進化がな
いので、なにか変化を模索して進化したいと思って
おります。引き続きご協力をお願いいたします。

例会主題

2020-2021年度 10月 出席表

ガバナー公式訪問 クラブ協議会準備
クラブ協議会のリハーサルを行いました。

スマイル
ガバナー補佐 渡辺様／IM実行委員長 片桐様／
ガバナー補佐幹事 中村様／上尾市スポーツ少年団
斎藤会長／長沼幹事／深澤副会長／門崎副幹事／
武重会員／大塚信郎会員／村岡会員／尾花会員／
大木保司会員／大塚崇行会員／島村会員／
齋藤博重会員／久保田会員／藤村会員／
齋藤哲雄会員／宇多村会員／小田切会員／
大木崇寛会員／関口良康会員／山崎会員

出席率

35
25
10
71.43％

地区大会で、当クラブがガバナー賞を受賞しました！
11月13日（土）・14日（日）に地区大会が開催さ
れました。当クラブは前年度の国際奉仕事業（ベト
ナムの学校に日本語の絵本を寄贈）の内容が素晴ら
しかったと認められ、中里ガバナーからガバナー賞

第2898回例会 2021.11.14
於：さいたま市文化センター

を受賞しました！ また井上会員と武重会員が長寿
会員として、武重会員が永年在籍会員として表彰さ
れました。大塚崇行会員は青少年部門の紹介で司会
を務めました。会員の皆さん、お疲れ様でした。
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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

ｏｔａｒｙ
ｏＲ

会員数
出席数
欠席数

