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2021-2022年度 斎藤 修弘会長

皆さん、こんにちは。本日も大勢の皆さんにお集まりいただきあり
がとうございます。本日は国際ロータリー第2770地区ガバナー松本様、
地区副幹事北林様、第５グループガバナー補佐の渡辺様、そして、寺
脇さん、ようこそ上尾ロータリークラブへ！後ほど松本ガバナーから
バッジの授与をさせていただきますのでよろしくお願いいたします。
本日は年に一度のガバナー公式訪問です。皆さんのお手元には、地
区大会の御礼として松本ガバナーから羊羹と扇子をお配りしました。
ありがとうございます。もともと公式訪問は９月２日を予定したので
すがちょうど３カ月延期になりました。地区内74クラブある中で、当
クラブへの訪問は72クラブ目とのことです。
わたくしごとの話になりますが、昨日は約６年ぶりに家族４人でデ
ィズニーランドに行ってきました。当然、コロナ禍は営業していなか
ったのですが、いま一日の入場制限が２万人になっています。２万人
とは結構な人数だと思いますが、コロナ前はどれくらいの入場者数は
どれくらいだったのだろうと調べたところ、１年を通しての平均入場
者数は5万人でした。入場制限がかかる大混雑日で８万人〜8.5万人な
ので2万人と言うとその１/４くらいですから、思ったより空いていて
ほとんどストレスなく遊べました。コロナが落ち着いているとはいえ、
感染対策はさすがオリエンタルランドさんと言えるほど、ソーシャル
ディスタンスが至る所で徹底されていました。そんなディズニーラン
ド、オリエンタルランドはホスピタリティの高い会社ですが、業績は
このコロナでかなり苦戦を強いられているそうです。コロナ前2020年
３月決算によると６２２億円の利益に対して、コロナ後の先期2021年
３月の決算では５４１億円の赤字だったそうです。感染者数の激減に
伴ってだいぶ回復しているそうですが、それでもまだ今期の見通しは
１７５億円赤字だそうです。我々、生命保険会社もなかなか回復の兆
しが見えず辞める人が相次いでいますが、スポーツの世界でもよく言
われていますが、スランプや苦しい時こそ基本に忠実にやったほうが
良いであろうことを一つ一つ積み重ねていくことが大事なのではない
かということで、わたくしごとですが、私の所属している会社でも創
業者である坂口さんがよく口にしていた格言で、今でも先輩から後輩
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への助言でよく使われている言葉でこういうのがあ
ります。「成功している人たちは、成功していない
人たちがやりたくないと思うことを日々やろうと挑
戦するのです」
私は小学４年生頃から偉人の本を読むのが好きで
した。中でも、衝撃を受けた方の生涯はと言うと、
-------『彼は片田舎の丸太小屋で生まれた。学校は貧しさ
のために断念せざるを得なかった。彼が正規の教育
を受けたのは、合計しても1年に満たない。
20代になって事業を起こす。だが、失敗した。
その上、恋人の死という悲運に見舞われ、自身は神
経衰弱を患う。その中でも彼は独り学び続けた。
そして27歳の時、弁護士の資格を取得する。労働に
明け暮れた経験。弁護士活動で得た見聞。それが折
れることのない夢と激しい志を育み、彼を政治へと
駆り立てた。だが、なだらかな道ではなかった。
２0代では下院議員選挙に二度、３0代でも上院議員
選挙に二度、落選した。47歳の時、副大統領選に立
候補したが、これも落選した。しかし、彼は逃げな
かった。夢と志が逃げることを許さなかった。
そして大統領の座を射止めたのは51歳の時だった。
彼は南北戦争を戦い抜き、奴隷解放という新しい歴
史を切り開いた。』
-------彼の名は、皆さんもご存じの通り、アメリカ第16代
大統領エイブラハム・リンカーンです。実は知らな
かったのですが、アメリカ国内でも「史上最高の大
統領」として親しまれているそうです。
諦めずに夢を実現したウォルト・ディズニー。そ
して、その夢の国をリアルな場として、日本に誕生
させ不動の地位を築いたオリエンタルランド。いま
大変な状況だと思いますが、必ずや業績を回復して、
今後もずっと子供たちをはじめ若者にとって夢の国
を提供し続けてほしいと感じた一日でした。
クラブ協議会までご参加の委員長・役員の皆さん
には長丁場となりますが、本日もよろしくお願いい
たします。
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長沼 大策幹事
◇12月のロータリーレートは１ドル＝１１４円です。
◇会長あいさつにもあったように皆さんのお手元に
羊羹と扇子が松本ガバナーから配られています。

新会員

入会式

新会員紹介 会員増強維持委員会 大塚崇行委員長
ガバナー公式訪問で新
会員を紹介できることを
たいへん嬉しく思います。
新会員は寺脇貴浩君です。
1978年生まれ、43歳とい
うことでお若い方が入会
してくださることになりました。事業は平方でTEC
サービスという空調設備の仕事をしております。上
尾商工会議所青年部の後輩、一緒にサッカーの全国
大会に行ったこともある、スポーツマンです。ぜひ
ロータリーを楽しんでいただければと思います。
襟ピンバッジ授与

新会員あいさつ 寺脇 貴浩 会員
伝統と歴史のある上尾ロータリークラブに入会で
きて誠にありがとうございます。平方で空調設備会
社を営んでいます。空調設備といってもほぼエアコ
ン工事です。今年度は上尾商工会議所青年部の会長
を務めており、青年部は45歳までなのですが、その
後どういった活動をしていこうかなと考えていたと
ころ上尾RCさんからお誘いをいただき入会させてい
ただきました。一日も早くうちとけて、ロータリー
クラブの活動を楽しんでいきたいと思いますのでど
うぞよろしくお願いいたします。
歓迎の言葉 村岡 武仁 会員
国際ロータリーは116年、上尾RCは世代をつなぎ、
伝統と歴史があると自負しているところであります
が来年60周年を迎えます。会員一同こぞって寺脇さ
んの入会を心から歓迎申し上げます。一刻も早くう
ちとけていただきロータリーライフをエンジョイし
ていただきたいと思います。本日から一気に数十人
の知己を得ましたことは素晴らしいことではないか
と思います。これからの大いなる活躍を期待してお
ります。本日は入会おめでとうございます。
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近況報告

尾花 正明 会員
11月10日、満70歳を迎
えました。人生七十古来
稀なりというのは杜甫の
言葉ですが、先だってク
ラブからお祝いをいただ
きました。心から感謝を
申し上げます。振り返ってみますと、10月14日に上
尾クラブの献血活動に参加しました。都合、74回の
献血をしました。遡りますと、ボーイスカウトから
始まってローターアクトクラブ、青年会議所、ロー
タリークラブということで献血を奨めていたのです
が、私の原点は奉仕活動だったのかなという気がし
ました。献血会場では「長い間ありがとうございま
した」とストラップを日本赤十字からいただき、寂
しい思いをしました。これでまた一つ新しい奉仕活
動をしなければいけないなと昨今感じております。
たまたま国連からの報道で、民主主義の国家数を専
制主義の国家数が抜いたとありました。専制主義国
家は世界で92カ国に対し、民主主義国家は87カ国と、
民主主義が抜かれたのは初めてのことだそうです。
当然、コロナ等の影響があるわけですが、我々ロー
タリーとしては平和で民主的な国家が存続すること、
そしてロータリー活動ができる国がたくさんあるこ
とが大きな目標だと思っています。私も津田パスト
ガバナーにご紹介いただき平和センターに出させて
いただいていますので、献血がなくなったぶん、今
後はそちらで活動していきたいという気持ちでおり
ます。今後ともロータリーの皆さんとおつきあいを
させていただくつもりですので今後ともよろしくお
願いいたします。ありがとうございました。

例会主題

RIテーマと地区運営

国際ロータリー第2770地区 ガバナー 松本輝夫様
卓話に入る前にお礼を
させていただきます。地
区大会ではご登録とご参
加、ありがとうございま
した。ささやかでござい
ますが扇子と羊羹を贈ら
せていただきます。寺脇さんご入会おめでとうござ

地区にはビジョン声明と地区戦略計画が立てられ
ています。地区のビジョンとしては「私たちは、世
界で、地域社会で、そして自分自身の中で持続可能
なよい変化を生むために、人々が手を取り合って行
動する世界を目指しています。」とあります。そし
てビジョン声明を実現するために、より大きなイン
パクトをもたらす、参加者の基盤を広げる、参加者
の積極的なかかわりを促す、適応力を高める、この
４つを戦略計画として活動していきます。４つの戦
略計画には、さらに細かい行動計画が定められてい
ます。皆さまの年度計画書に掲載されていますので、
ご覧いただければと思います。その中の、「より大
きなインパクトをもたらす」には、「世界を変える
行動人」キャンペーンの推進と、RIテーマ、中核的
価値観の認識を深める、についておさらいしたいと
思います。
世界を変える行動人キャンペーンは、ロータリー
の立ち上げた新しいグローバル広告キャンペーン。
ロータリーの名前を耳にした人は多いのですが、活
動内容までは知らないという調査結果が判明しまし
た。ですから、ロータリアンは地域社会と世界をよ
くするために活動することを知ってもらう、これが
キャンペーンの目的です。
そしてロータリーの行動目標の中で、ロータリー
の中核的価値観の認識を深めようとありました。中
核的価値観とは、奉仕、親睦、多様性、高潔性、リ
ーダーシップという５つです。その価値観を行動に
あらわすということで、私たちは親睦を通じて生涯
にわたる友情をはぐくみ、国や文化を越えた理解を
推進します。私たちは、高潔性を持って約束を守り
抜き、倫理を守ります。多様性を誇るロータリアン
は、さまざまな考
え方をつなぎ、多
角的なアプローチ
で問題に取り組み
ます。私たちは奉
仕を通じてリーダ

います。それからこちらのクラブからは地区にたく
さんの人材をお送りいただいて地区は助かっていま
す。今の私の年度の部門が動いているのは、こちら
のクラブのメンバーから出てきている方々のお蔭で
すのでお礼を申し上げます。
本日はRIテーマと地区活動方針についてお話しさ
せていただきます。まず地区の活動方針は、ここ数
年、RIテーマを地区活動方針としていますので、今
年のRIテーマ、SERVE TO CHANGE LIVES〜奉仕し
よう みんなの人生を豊かにするために が地区活
動方針になっています。RIテーマは、今年度RI会長
シェカール・メータさんにより、２月１日、国際協
議会の本会議で発表されました。RI会長のスピーチ
を要約しますと、超我の奉仕というロータリーの第
一標語から奉仕の重要性を述べているのですが、こ
こに「奉仕するとき、誰かの人生だけでなく自分の
人生も豊かにする」という自分を磨きながら人の奉
仕につながっていくということを言ってます。その
中に「インパクトある奉仕事業（基盤整備 会員の
積極的なかかわり）、大きなプロジェクトを今年は
コロナと戦いながら、ポリオの根絶活動もしながら
やってほしいということを述べられていました。会
員増強については、EACH ONE BRING ONEと語ら
れ、会員一人一人が、もう一人入会につなげていた
だければ、現在世界のロータリアンの数が120万人
に推移してきているけれども、来年７月には１３０
万人にしたいとお話しされています。そして活動に
ついては「ロータリー奉仕デー」で、ロータリアン
だけでなく、奉仕を志す人、企業、行政、報道機関
などもすべてを巻き込んで奉仕活動をしてください、
そしてそれをMY RTARYのショーケースに載せていた
だいて、何千という奉仕活動を世界の人々に知って
もらいましょう、そしてロータリーを知ってもらい
ましょう、と話されています。
そして今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」を提案しております。
昨年来、コロナの感染拡大によっていろいろ社会生
活が抑圧されました。ロータリーの活動もたいへん
抑圧されています。コロナのせいで活動ができない
というだけでは何もできなくなってしまう。クラブ
にデジタル化という形で変化をもたらし新たな成長
をしていただきたいということで運営方針を掲げて
います。地区にIT委員会を設けてデジタル化のいろ
いろをサポートさせていただいています。

ーシップと職業のスキルを生かし、地域社会の問題
に取り組みます。この５つを再認識していただきた
いと思います。
世界でよいことをしている１つに、ポリオ根絶が
あります。野生株の発生はパキスタンとアフガニス
タンだけになっています。今年、パキスタンは１件、
アフガニスタンは３件、世界で４件の報告となりま
した。だいぶ少なくなってポリオ根絶が近づいてい
ます。さらに今年はアフリカ・ザンビアでマラリア
を根絶する運動が始まり、ロータリー財団はそこに
補助金２００万ドルを授与する決定がありました。
その他、いろいろな分野で、世界でよいことをして
います。さらに皆さんは地域で、クラブビジョンを
掲げ、社会奉仕プロジェクトとして、障がい者作品
展示即売会の主催、献血運動、市内小中学校へ非接
触型体温計を寄贈したという活動報告を聞いていま
す。また国際奉仕で、ベトナムへの日本語教育推進
プロジェクトも行っていると聞いています。世界中
で、地域でよいことをしていることを認識し、誇り
に思って活動していただければと思います。そして
仲間を増やしていただければと思います。RI会長は、
ロータリーの友12月号で、ロータリーに入っていた
だくことは、その人にとってギフトなのだと記して
います。人格、成長をもたらすプレゼントをしてい
るんだという思いで新しい会員を増やしていただき
たいと思います。本日はありがとうございました。

斎藤修弘会長／深澤副会長／長沼幹事／門崎副幹事／吉川会員／小林会員／
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会員数
出席数
欠席数
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9
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出席率
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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／

