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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。あらためまして本年もよろしくお願いいたし
ます。2021-22年度、残り半年間、下期もよろしくお願いいたします。
まず先週の初詣例会は多くの方にご参加いただきありがとうございま
した。昨年もコロナに振り回された１年でしたが、11月以来急に落ち
着きを見せ、今年はさぞ良い年になるだろうと誰もが思っていたと思
います。参加者全員分の玉串を用意していただき、今年はコロナショ
ックからの挽回できる年になるだろうと、世の中も明るく動き出し良
い一年になる気がしてならなかったのですが、昨日地区の危機管理委
員会から発信された文書を見ると、また少し雲行きが怪しくなってき
たなと、もうコロナで人と会えないとか会食できないというのは本当
に勘弁してほしいなと思っております。
さて初詣例会ですが、宇多村さんの年度から始まった行事ですが、
一昨日の会長幹事会で各クラブからの近況報告で知りましたが、北本
クラブも解脱会で初詣例会を行い、鴻巣の２クラブは大晦日から元旦
の年越しのタイミングで除夜の鐘を突く例会を毎年やっているようで
す。その会長幹事会は、上尾駅東口の「基」で行い、例年通り懇親会
ではアルコールあり。食事は持ち帰りも選択できるようになっていて、
３名が持ち帰り。残りの15名で新年会的に大いに盛り上がりました。
一次会で帰ろうと思っていたいのですが、気分よくなってしまたった
ので長沼幹事に二次会にお誘いし、二人でペネロペに行きまして、12
時過ぎた時にバースデープレートを出していただくサプライズがあり、
家族より一足先にお祝いしていただきありがとうございました。会長
年度に迎えた誕生日として思い出になるだろうと嬉しかったです。
さて、新年を迎えて抱負や目標など考えた方も多いかと思います。
昨年大活躍しメジャーリーグで日本人二人目となるMVPを満票で選ば
れた大谷翔平選手ですが、彼のマンダラチャートと言われる目標達成
シートはここ最近有名な話です。日本講演新聞の2021年12月20日号に
載っていた元日ハムヘッドコーチの白井一幸の記事を抜粋してご紹介
させていただきます。
----------------彼（大谷翔平）はそのシートの中心に「世界一の選手になる」と目標

ROTARY CLUB OF AGEO

を書いていました。その目標の周りには「160キロ
のボールを投げる」と書き、そのためのトレーニン
グ方法や投げるフォーム、食事について書いていま
した。私が感心したのは、「世界一」の条件の一つ
に「運」と書いたことです。
「運」をよくするために、彼は
「うそを言わない」
「ごみを拾う」
「あいさつをする」
「感謝の気持ちを持つ」と書いていました。
ですから彼はメジャーに行った今でも、普通にごみ
を拾います。街なかのごみでも平気で拾うんです。
「翔平、えらいね」と言うと、彼は私に言いました。
「白井さん、僕はごみじゃなく、運を拾ってるんで
すよ」と。
「やはりこういう選手こそが伸びていくんだ」とあ
らためて思いました。
----------------この記事を見て、私の住んでいるアパートの１階
の外の通路わきの植え込みに１週間くらい前からマ
クドナルドの紙袋が強い北風に運ばれて飛んできた
のか、ずっとありました。毎日見るたびにまだある
んだ、と気になっていたのですが、この記事を思い
出して昨晩1週間以上放置されていたゴミを拾って
ちょうど今日が可燃ゴミの日だったので家庭ゴミに
入れてゴミ出ししました。ゴミを拾うのはいつ以来
だろうという位していませんでしたが、拾うとすが
すがしい気分になりました。第一例会の時に私のバ
ックグラウンド的なお話しを軽くさせていただきま
したが、大谷選手の「僕はごみじゃなく運を拾って
いるんだ」という言葉のように、私も目に付いたゴ
ミは日頃拾っていきたいと思いました。
今晩は宇多村直前会長の慰労会が１８：３０より
恵比寿亭で行われます。本来であれば昨年8月頃に
予定していましたがコロナで延期延期となり、やっ
と今回開催への運びとなりました。
正月明けてからコロナの急速な感染拡大から、今
日この後の理事会で今後の例会について協議します
が、20日、27日は休会になるかもしれないので、も
しかするとバンケットホールでの例会は今日が最後
になるかもしれません。そう思うと感慨深いところ
があります。本日は大木保司会員に選挙管理委員に
ついての裏話を披露いただきます。本日もよろしく
お願いいたします。

幹

事

報

告

長沼 大策幹事
◇１月のロータリーレー
トは1ドル＝115円です。
◇会費等納入のお願いを
皆さまにお配りさせてい
ただきました。2月24日
までに納入をお願いいた
します。
◇地区の危機管理委員会から「オミクロン株感染拡
大に伴う各集会開催方法に関するお願い」が届きま
した。クラブ例会、各委員会、IMなど接触を伴う集
会・懇親会は開催せず、オンライン形式を推奨しま
す。とのことです。
◇訃報です。12月に上尾北RCの竹中一夫パスト会長
が享年58歳で急逝されました。同じく12月に桶川RC
の村田四郎パストガバナー補佐が享年88歳で急逝さ
れました。心からご冥福をお祈り申し上げます。

委員長報告
国際奉仕委員会 大木 保司委員
須田パスト会長の年度でベトナムのダナンに浄水
設備や空調設備などを大口枠を使って寄贈・寄付し
ました。現地に須田さんの友達の池田さんがいた御
蔭でなんとか成功したのですが、なかなか彼も帰れ
ず、12月５日に帰国し、隔離後、お礼状と領収証を
お持ちいただきました。お礼状「当施設において特
に困難な状況にある人々に対し皆さまのご厚情と多
大なる支援に感謝申し上げます。」それと１億５千
万ドン（VND）（日本円約75万円）の領収証です。斎
藤会長と相談した結果、須田さんに是非お受け取り
いただきたいとのことでお渡ししたいと思います。
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須田 悦正 直直前会長

本日（1/13）の宇多村
直前会長を慰労する会で
は全会員から出欠の回答
をいただきました。全会
員ということは宇多村さ
んの人望が厚かったんだ
なぁ、人気があるんだなぁと感じました。折り返し
のご回答をいただき、ありがとうございました。

近況報告
関口 和夫 会員
ただいまはロータリー
を少しお休み気味で、税
理士会の方で少しお仕事
をさせていただいていま
す。まず税理士会の仕事
としては政治連盟があり、
選挙の立候補者を税理士会が応援する場合、そちら
の事務所に伺い認証状を持っていく仕事が必ずあり
ます。それから広報部長を務めていて年１回発行す
る広報誌の編集責任者ということで原稿依頼から自
分でやっています。作りながら「原稿が足りなくな
った時どうしよう」と思っていたのですが、2013-14
年度、2015-16年度でクラブの会長を務めさせていた
だき、会長あいさつを各40回させていただき、合計
80本の話があります。斎藤会長のように長くなく、
できるだけ短くまとめていました。その中から今も
使えるのは１／３ほどあり、今でも色褪せない内容
でしたので、これなら広報で原稿がもらえなくても
なんとかなると、ロータリーでの経験がたいへん役
にたったと感じました。ちなみに今回、映画『バッ
ク・トゥ・ザ・フューチャー』のことを書きました。
2015年に会長をしていた時、バック・トゥ・ザ・フ
ューチャーの30年後の世界になっていましたので、
そこから６年後と書き足しただけで、なんとか原稿
ができました。その時描かれていた未来が、どのよ
うに実現していたかは、だいぶ違っているところも
あるし、現実が未来予想を超えているところもある
と思います。そういうことで当時の会長あいさつを
振り返ってみるのも楽しいことだと思いました。ま
だwithコロナの状況が続くかもしれませんがロータ
リー活動について、できるだけ協力させていただき
たいと思います。ありがとうございました。

られ、ある瞬間から決まった人の票しか来なくなり、
その候補者が勝ったのだなとわかります。
皆さん、投票するときにご注意いただきたいので
すが、投票用紙の枠から外れて記入すると無効票に
なります。そういうことも知りました。
今回、市長選と補選だったので23時台に帰れまし

例会主題
選挙管理委員の職務について
皆さん、こんにちは。
12月に大塚崇行会員が市
の役職についてお話しさ
れていたので、私も市の
選挙管理委員を務めてい
ますので、そのあたりを
お話しいたします。選挙管理委員と言うと、投票所
で受付をしたり、投票を監視している人とよく間違
えられますが、それは違って選挙管理委員会は選挙
を管理する役職です。事務局は通常４人、選挙がく
ると増えます。トップは選挙管理委員長（当日は選
挙長）、二番手は職務代理者、そして委員が２人い
て、私はこの役職です。その前に補充員が４人いま
す。私も補充員からスタートしました。役職を受け
たのは、10年以上前に島村市長（当時）と野本監督
の次男・野本一人さんが前触れもなくうちに来て、
彼は当時の選挙管理事務局長で「ぜひ補充員になっ
てほしい」と言われて受けさせていただきました。
私は補充員から正規の委員に２年前になりました。
正規の委員と補充員では立場・待遇が大きく違いま
す。正規の委員は給与があります。補充員はありま
せん。忘年会などの会合では、補充員は自腹です。
選挙管理委員会は月１回会議があります。選挙前は
月４〜５回会議があります。会議では基本的に、選
挙人名簿のチェックなんです。上尾市では選挙権が
ある方が約10万人います。新しく選挙人になる人、
すなわち18歳になった方、上尾市に転入されてきて
住民になった方のチェックを行います。逆に転出し
た人、亡くなった方などは名簿から外します。これ
は極秘資料ですのでチェックしたら回収されます。
それを毎月やっています。選挙前は毎週やります。
さて選挙の当日は朝６時半に市役所に行き会議し
ます。通常は、選挙管理委員４人が、市内の東西南
北を分けて投票所を見回りに行きますが、コロナ禍
は見回りが中止になりました。次は２０時に開票所
（体育館）に行き、まず投票箱のカギを約１００人
の開票職員が見て、選挙長の号令の下、投票用紙が
会場に広げられます。空の箱も見せにきます。そし
て開票を行い票数を数えます。100枚ごと→500枚ご
とに束にして私たちのテーブルに届けられます。開
票では職員が同じ数ずつ束をもってきて速報で報じ

たが、衆議院選挙は大変でした。衆議院の後、政党
別もやって、その後の裁判官の承認で時間がかかり
ます。この時は終わったのが２時半。帰宅したのは
３時でした。今年は参議院選挙があります。
本日はご清聴いただきありがとうございました。

斎藤修弘会長、長沼幹事、深澤副会長、門崎副幹事、武重会員、大塚信郎会員、
スマイル 村岡会員、大木保司会員、細野会員、大塚崇行会員、島村会員、齋藤博重会員、
関口和夫会員、藤村会員、齋藤哲雄会員、須田会員、樋口会員、宇多村会員、
小田切会員、丹井会員、大木崇寛会員、関口良康会員、山崎会員

第２905回例会 新年、初詣例会が開催されました

会員数
出席数
欠席数
出席率

36
29
7
80.56％

2022,1,6 於：氷川鍬神社

宮司様にご祈祷いただき、会員は玉串奉奠を行って、クラブの繁栄、新型コロナの収束、ポリオの根絶を祈念しました。

宇多村直前会長、深澤直前幹事、2020-2021年度、たいへんお疲れ様でした！

2022,1,13 於：恵比寿亭
世話人 須田直直前会長
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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
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宇多村直前会長を慰労する会が開催されました

