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2021-2022年度 斎藤 修弘会長

皆さん、こんばんは。本日の夜間例会にも多くの方にご出席いただ
きありがとうございます。
昨日、尾花さんの大和春秋会のゴルフコンペに参加してきました。
総勢146名という大規模な会で、大塚パストガバナーが後援会の会長を
されていまして、私自身参加したのは今回が２回目でした。私は坂さ
ん、関口良康さんと同じ組でエントリーさせていただきました。当ク
ラブからは大塚パストガバナーをはじめ、当クラブから11名が参加し
ていました。昨年8月5日の早朝例会後の上尾クラブ親睦ゴルフで８９
で、人生初となる80台というスコアをご報告をしたのですが、それ以
来80台は出せていませんでした。昨日は大宮国際カントリークラブと
いう河川敷のコースで、前半４６、後半３９と、私にしてはもの凄く
上出来の８５となりました。楽しい一日でした。
さて、真面目な話になります。今年度あと１か月となりましたが、
コロナウイルスによるまん防等でなかなか実現できなかった「ロータ
リー情報委員会」を６月14日(火)に開催します。クラブ研修リーダー
齋藤博重さん、情報委員長・樋口さんには設営いただきありがとうご
ざいます。対象は入会３年未満の方と希望者です。本来であれば木曜
に開催したかったのですが、対象の会員さんの予定がなかなか合わず
この日になりました。入会歴の浅い会員との親睦を深めるのはもちろ
んですが、改めてロータリーに入ったことの意義を見つめ直す良い機
会となりますので、ご都合の許す方はぜひご参加ください。
最後に、先週の会長あいさつでも触れたウクライナから埼玉へ避難
してきた方への人道支援について進捗状況のご報告です。埼玉県の国
際課から「４月２１日時点での入県人数は３９名です」と連絡があり
ました。各市町村に何人いるかは把握されておらず、県の担当者は負
担が多いであろうことと、連絡を待つだけでは時間が過ぎるばかりだ
と思いましたので、今後、上尾市、さいたま市に人数を直接聞いてみ
て、支援策を検討していきたいと思います。
本日の例会主題は、今年度、地区ロータリー財団部門委員長をお務
めされた藤村先生による卓話になります。一年間の財団部門を振り返
ってお話しいただきます。 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
◇ウクライナへの人道支
援についてです。皆様か
らのご支援のおかげで、
４月末まででロータリー
では1500万ドル以上の資
金を集めました。その資
金の使い途について、食糧、安全な水、衣服といっ
た直近のニーズや、病院への電力の供給、負傷した
市民の治療、家を追われた家族へのシェルターの提
供等のための補助金を承認し活用していくそうです。
◇ガバナー・地区危機管理委員長からです。関西の
方で、クラブ会長経験者３名を含む、４名のロータ
リアンがハラスメントで逮捕されました。これは世
界のロータリークラブ、ロータリアンのイメージを
一瞬にして落としてしまう事件です。ハラスメント
が起きたとクラブ役員が知ってから72時間以内にRI
並びに地区へ報告しなければ、クラブの認証を取り
消される可能性もあるそうです。日頃からの生活態
度にいっそう気をつけましょう、とのことです。

記念館で「私の
科学と国際社会
貢献」を70分間
お話ししていた
だきました。先
生のあきらめな
い心、取り組み
方など素晴らし
い内容に、非常
に感動しました。
ぜひご覧いただ
きたくお願い申
し上げます。

桶川イブニングＲC 社会奉仕委員長 小澤裕二樣
この動画は６月２３日（木）19:00〜、ライブで
１回だけの配信です。現在は「北本ロータリークラ
ブ／講演会」で検索いただくと予告動画がアップさ
れています。こちらをぜひご覧いただき、お知り合
いに広めていただきたくお願い申し上げます。

委員長報告

お 客 様 からあいさつ

上尾夏まつり実行委員会 副委員長 齋藤哲雄会員

桶川イブニングＲC パストガバナー補佐 小 正之樣

２年間のブランクがあ
りましたが、今年、上尾
夏まつりを実施いたしま
すので、ぜひ足をお運び
いただければと思います。
実行委員会の副委員長を
仰せつかっている立場から、皆さまに資料を配布さ
せていただきました。ご一読いただき、ご協賛のご
協力をお願いできればと思います。詳しくは私宛に
ご連絡ください。よろしくお願いいたします。

上尾クラブさんの例会にはガバナー補佐のとき以
来、８年ぶりになります。私どものクラブも創立25
周年を迎えることができ、この度、創立45周年の北
本RCさんと合同で記念講演会を開催する運びになり
ました。コロナ禍、非接触型ということでYouTube
を使い、2015年にノーベル生理学・医学賞を受賞した
、北里大学特別栄誉教授・女子美術大学名誉理事長
の大村智博士に講師をお願いしました。大村記念館
が北本の北里研究所の中にございまして大村先生の
功績や活動を紹介しているスペースです。今回その

ロータリー情報委員会 樋口雅之委員長
会長あいさつにもあったように、ロータリー情報
委員会・研修会のご案内を配布させていただきまし
た。６月14日（火）18:30から、なすびにて行いま
す。対象者は入会３年未満の会員さんなのですが、
ロータリー歴関係なく、多数の皆さまにご参加いた
だきたくお願い申し上げます。
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近況報告

樋口 雅之 会員
先週日曜夜、大学の同
窓会があり、自分が主催
者側だったもので、４次
会まで飲みました。その
まま都内に泊まり、翌朝、
羽田から飛行機に乗って
青少年奉仕部門主催のRYLA委員会の若手リーダー
の研修プログラムで宮古島に１日遅れで参加し、大
自然に触れ研修を見学し懇親を深め、翌日宮古島空
港の昼食で泡盛を飲んで飛行機に乗り、羽田のカプ
セルホテルに泊まり、昨日、娘と東京ドームで合流
し、巨人vsオリックスの試合を見学してきました。
やっとお酒が抜けてきましたので、今夜、懇親会に
参加したいと思います。

結 婚・誕 生 祝 い
結婚記念日 おめでとうございます！
齋藤

博重

会員

５月５日に結婚祝いを迎え、クラブから素晴らし
い花束をいただきました。ありがとうございます。
たぶん結婚28年くらいになります。あと30年、40年
とうまくいけばいいなと思います。ありがとうござ
いました。

深澤

圭司

例会主題

ロータリー財団部門について

藤村 作 会員（地区ロータリー財団部門委員長）
こんばんは。今年度、
財団部門委員長で各クラ
ブに卓話に行ってきまし
た。
まずロータリークラブ
とは、クラブ、国際ロー
タリー、ロータリー財団の３本の柱で支えられてい
ます。これらが一体となって、世界中の地域社会に
持続可能な変化を生み出しています。
世界中に慈善団体がありますが、慈善団体の格付
けを行う機関チャリティーナビゲーターは、ロータ
リー財団に、14年連続で４つ星の最高評価をつけま
した。何千もの慈善団体のわずか１％です。ロータ
リー財団は募金したお金のほぼ100％が慈善事業・
寄付に使われ、職員の給与は運用益で賄っています。

会員

５月９日に、56歳になりました。健康に留意して
これからの人生を満喫していきたいと思います。お
祝いいただき、ありがとうございました。

ロータリー財団部門の部門委員長を務めています
が、ポリオ・プラス委員会、資金推進委員会、資金
管理委員会、補助金・VTT委員会、地区補助金運営
委員会、財団奨学・平和フェロー・学友委員会の、
それぞれ小委員会の委員長が仕事をします。
ポリオについてですが、去年アフリカのマラウイ
で野生型ポリオウイルス症例が１件出たんですね。
今回のマラウイでのWPV検出は、パキスタンからの
ウイルス流入であるため、WHOアフリカ地域の野生
株ポリオ根絶の認定には影響を与えない、という声
明をロータリーは出しました。
さてロータリー財団の補助金についてです。補助
金には「地区補助金」「グローバル補助金」「ロー
タリー災害救援補助金」「大規模プログラム補助金」
があります。そして地区補助金には「通常枠」「大
口枠」「財団奨学生」があります。それで学校の先
生に対して２万ドル出す補助金があり、これをぜひ
上尾クラブがトライしていただければと思います。
今年はもう間に合わないのですが、来年トライでき
ればと思います。

最近始まった補助金の中に「大規模プログラム補
助金」があります。これは１年間に世界で１つだけ
です。この授与額は２億円です。2020-21年度の大
規模プログラム補助金は「マラリアのないザンビア
のためのパートナー」で実行中です。次の企画とし
て、候補ですが「ナイジェリアの母子の健康改善プ
ログラム」などもあります。
来月、また機会がありそうなので、続きはまた来
月お話しいたします。本日はありがとうございまし
た。

藤村会員、卓話いただき
ありがとうございました ！

スマイル
斎藤修弘会長／長沼幹事／深澤副会長／門崎副幹事
大塚信郎会員／村岡会員／大木保司会員／細野会員／大塚崇行会員／
齋藤博重会員／久保田会員／藤村会員／齋藤哲雄会員／須田会員／
樋口会員／宇多村会員／丹井会員／奥川会員／関口良康会員／山崎会員

出席率
会員数
出席数
欠席数

36
26
10
72.22％
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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 上尾東武ホテル3F（コミュニティホール） ＴＥＬ 048-775-7788 ／ FAX 048-776-9799

ｏｔａｒｙ
ｏＲ

桶川イブニングロータリークラブ 小髙正之様／小澤裕二様

