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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

 6月 30日　最終例会
　　　　　 キャメロットヒルズ

 7月   7日　第一例会
　　　　　  新年度事業計画発表

 7月 14日　ガバナー公式訪問
　　　　　  　　　　　直前準備
　　　　　  クラブ協議会①

 7月 21日　前年度事業報告
　　　　     前年度決算報告
　　　　　  クラブフォーラム①

 7月 28日　ガバナー公式訪問
　　　　　  クラブ協議会②

会長あいさつ
　皆さん、こんにちは。本日もお集まりいただきましてありがとうご

ざいます。まず一昨日14日　ロータリー情報委員会をなずびにて、入会

３年未満の奥川会員、関口良康会員、山崎

会員を中心に13名の方にご参加いただきま

した。７年ぶりの開催となった情報委員会

ですが二部構成で、第一部は齋藤博重クラ

ブ研修リーダーからご講義をいただき、続

いて、樋口情報委員長から高崎ＲＣのパス

トガバナー田中久夫さんの著書『ロータリ

ークラブに入ろう』を抜粋してのレクチャ

ーをいただきました。第二部は飲食をしな

がらベテラン会員からの経験談やアドバイ

スなどを一人一人お話ししてもらいました。皆さんの良かった思い出

やロータリー活動を楽しむ秘訣などが聞けて大変有意義な時間でした。

設営いただいた樋口情報委員長、ありがとうございました。

　さて先週の会長挨拶では原点回帰というテーマの旅行に行くとお話

ししましたが、知らされていたのは土曜朝の集合場所だけでした。須

田さんが運転するバスに乗り込み、出発してすぐに行程表がスマホに

送られてきました。行先を見ると比叡山延暦寺、高野山、伊勢神宮と

書いてあり、二泊とも大阪のホテルでした。フェイクの情報なのでは

と疑っていましたが、本当でした。この旅行は、青年部ＯＢと現役メ

ンバーによる「上尾満足旅行会」といい、12人を乗せたマイクロバス

の運転は須田さんです。須田さんの気合というか頭の中がちょっとお

かしいと感心し、2週間前の会長挨拶で伊勢神宮へ行きたいと触れまし

たが、こんなに早くお伊勢参りが叶うとは夢にも思っていなかったの

で、一気にテンションが上がりました。

　初日は滋賀の比叡山延暦寺で霧雨が降る、山の上で幻想的な雰囲気

のなかでの参拝となりました。有名な根本中堂は大改修工事中でした。

　２日目は和歌山の高野山。昼食をいただいた高級そうな料亭は、高

野山ＲＣの例会場にもなっていました。弘法大使の誕生日が774年6月

15日で、「青葉まつり」が開かれ、来年は生誕1250年と書かれた山車
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スマイルスマイル

会員数　　　　36　　　
出席数　　　　25
欠席数      　11

出席率

 69.44％

イライトよねやまに採り上げられました。11月には

カウンセラー研修、そして伊豆方面への「秋のバス

旅行」、12月には面接官のオリエンテーション、そ

して感謝の集い（クリスマス）、１月に次の学年度

生の面接試験となります。面接試験を行わないと奨

学生になれません。そして３月には修了式を迎える

など、ほぼ毎月やらなければならないことがありま

す。米山記念奨学会とは業務提携していて、全国統

一のガイドラインにそって事業を行っています。

　７月からはロータリーの年度が変わりますので、

引継ぎをしながら次の一年間、事故がないようにや

っていきたいと思います。

るものです。最低でも３人くらいのチームを作り、

そのような方々を海外に派遣する、あるいは海外か

ら招聘する事業のプログラムの委員会です。過去に

おいては、例えば2014-15年にはスウェーデンに認

知症についての研修の派遣、2015-16年にはフィリ

ピンに超音波検査装置の寄贈研修の派遣などがあり

ます。専門的かつ海外との交流が行われる、ロータ

リーらしい社会貢献できる活動だなと思いました。

斎藤修弘会長／長沼幹事／深澤副会長／門崎副幹事／

武重会員／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／藤村会員／須田会員／

樋口会員／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／寺脇会員

小田切宏治会員（ロータリー財団部門　補助金・VTT委員）
　私は財団部門の補助金・VTT委員会に出向させて

いただいています。地区ではグローバル補助金の審

査の場に立ち会わせていただくこともありましたが、

主にZOOMを通しての研修が多かったです。

　会員一人当たりに割り当てられた寄付は「年次基

金」に相当し、こちらは３年間運用することで、その

収益等とあわせて各事業に振り分けられます。寄付

の種類の中に恒久基金があります。MyRotaryのペー

ジを見たら、恒久基金の2025年の目標額が10億ドル

と書かれていました。1000億円くらいを積み上げて

いるところで、年利が３％だとしたら30億円くらい

が運用益ですごいことだなぁと思いました。

　私がいるVTTとは職業訓練チームのことです。職

業研修チームは、地域社会の人々の能力やスキルを

高めることを目的に、チームが海外に赴いて職業ス

キルを生かして研修を行う、または職業研修を受け
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RYLA　修了証授与

幹　事　報　告

委員長報告

大塚崇行会員ご子息　裕基さん

長沼　大策幹事
◇残念なお知らせです。

名取会員が今年度をもっ

て退会することになりま

した。五月末、文書で退

会届が提出され、大塚増

強維持委員長と一緒にお

引き留めにお訪ねしたのですが、「81歳になり、老

いを感じるようになった。視力は弱り、体力が衰え

うっかりしたところで躓いてしまう。もしも例会・

懇親会で転んで怪我をしたら、クラブに迷惑をかけ

てしまう。周りに迷惑をかけたくない。ロータリー

クラブには感謝をもって引退する。」とのことで、

先週の理事会で受理しました。

尾花　正明会員

ロータリー情報委員会　樋口雅之委員長

近況報告

　　６月14日にロータリ

ー情報委員会・研修会を

開催し、13名の方にご参

加いただきました。ご参

加の御礼までです。あり

がとうございました。

　私どもの企業ではバト

ンタッチゾーンに入り、

半年の間に大きな変化が

ありました。私どもの会

社は明治26年に塗料の卸

売りから始まり、その後、

塗装の請け負い、三井石油の代理店としてのガソリ

ン販売、不動産管理ということで時代とともにいろ

いろな計画を立てながら経営してきました。私が大

学を卒業して初めて手掛けたのがバッティングセン

ターです。思い出はたくさんありますが、あの建物

を造って47年が経過し、周辺の環境も変わり、全面

改装の時期を迎えたので、次の世代の役員と検討し

た結果、事業転換をしようということで残念ながら

閉鎖しました。新規事業として戸建て賃貸を13棟造

り、着工と同時にぜんぶ契約になりました。上尾は

戸建て賃貸物件が非常に少なく、利便性が良いこと

と、大宮に比べて安く借りられるということで良い

市況です。この「スカイドリームハウス」を展開し

進めています。企業というのは時代が求めるもの、

地域に利益を利するものでなければ生き残れないと

思います。100年企業であっても、業務内容を研究し

変えていかないと時代に置いていかれてしまうのか

なと、そんな気がしました。

　次に社会活動の中で、70歳＝古希になったのでも

う少し別の分野でご協力させていただこうと、大学

の評議員をしています。校友会の副会長で、会長は

北野武さんのお兄さんの北野大さんです。いま駿河

台に月４〜５回行っています。新たな方々とおつき

あいをさせていただく中で、卓球の水谷選手、フィ

ギュアスケートの本田真凜さん、樋口新葉さんとい

った若い方と出会う機会がありました。我々の世代

がありました。標高1000ｍなので涼しく、新緑真っ

盛りで、ても奇麗でした。豊臣秀吉が母親の菩提寺

として建てた国宝の金剛峯寺と、弘法大使・空海が

眠る奥の院まで参拝しました。

　３日目は伊勢神宮。平日にもかかわらず、駐車場

は車が多く、高校の修学旅行のバスも停まっていま

した。御朱印長と、伊勢神宮でしか買えないという

大型の天照皇大神宮の木札と、しめ縄を買いました。

　３日間の走行距離1600ｋｍ。大型免許を持ってい

る人がほかにもいたのですが、須田さんが３日間ず

っと運転しっぱなしでした。地元に戻ってきたのが

23時半。須田さんは、まさにロータリアンの奉仕の

心をお持ちで、長時間私たちを連れまわしていただ

いて、本当にありがとうございました。

　本日の例会主題は今年度地区へ出向いただいた方

の報告会Part１です。本日もよろしくお願いいたし

ます。
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例会主題
地区出向者報告会 Part1
大塚崇行会員（青少年交換委員長）

　私は地区に10年出向しています。クラブの会長を

務めた翌年、尾花さんがガバナー補佐となり、私は

補佐幹事をさせていただき、そのとき留学生を受け

ていました。青少年、社会奉仕の委員長まで務めて

地区は終わりかと思いましたが、コロナ禍、青少年

交換ができず再開に力を貸してほしいと、杉戸RCの

栗原さんから要請を受け、委員、委員長、そして来

年は部門委員長になります。

　まずは青少年交換をどのように再開するかわから

ない中で、とりあえず進めていこうとなりました。

では宇崎竜童さんもいました。宇崎さんが先日「芋

洗いをやった。尾花さんもやった方がいいよ」と言

うので、どこで芋洗いをしたのかと思ってよくよく

聞いてみたら「ＭＲＩ」のことでした。（笑）

　また「埼玉県人会」という団体があり、30年くら

い前に入会しました。この会の初代会長は渋沢栄一

さんで、現在の会長は日本生命の社長をされたこと

がある岡本圀衞さんです。岡本さんは北本出身で、

浦和高校、東京大学を経て、現在は経団連の経歴を

もちながら県人会の会長をしています。今春、皇居

の東御苑のハイキングに参加しました。また新たな

仲間が増えるのかなということでたいへん嬉しく思

っています。

　そして個人的なことですが今年１月に初孫が生ま

れました。私は尾花家の21代目で、100年間女の子

が生まれなかったのですが、初めて女の子が生まれ

ました。

　これらの話、実はすべてロータリーが関わってい

ます。バッティングセンターの解体では久保田さん

にお世話になりました。明治大学校友会支部報の編

集は長沼さんにお願いしています。埼玉県人会の会

報を手掛けているのは関東図書の岩渕さん。メンバ

ーにはパストガバナーの坂巻さんと岩渕さんが加わ

っています。現在850名の会員がいますので、希望

があればどなたでも入会できますのでぜひお声掛け

いただければと思っています。

　最後に、孫が生まれましたが、息子が結婚したの

は地区のブライダル委員会です。ロータリーとは縁

がきれず、最後までおつきあいさせていただきます

ので、どうぞよろしくお願いいたします。

慎重論を唱える方もいましたが、約１年前に青少年

交換派遣生の募集を始めました。募集を開始したら

11名の応募があったのですが、資格に満たない方と

辞退した方がいて、９名の派遣候補生のオリエンテ

ーションを行っているところです。できるかどうか

本当にわからない中で昨年９月から海外15か国に一

斉メールを送って、返事が来たのがちょうど９か国で

した。１月から相手国と書類のやりとりをして今に

至っています。ほとんどの子が希望する国へ派遣と

なる予定です。埼玉県から海外へ派遣される子は、

県の親善大使として、昨日、大野知事から委嘱状が

授与されました。

　ところで先日、RYLA研修に行ってきて宮古島RC

さんにお世話になりました。現会長と当クラブとは

交流があり「上尾RCさんとは友好クラブですよね」

と言われて話が弾み、今後も関係を築いていきたい

となりました。

　青少年交換ではたいへんな１年でしたが、楽しい

委員長経験になり、また次年度は部門委員長という

ことでがんばっていきまたいと思います。

島村健会員（米山記念奨学増進委員長）
　先日、米山記念奨学事業について卓話をさせてい

ただきましたので、今日は１年間どういうことをや

ってきたかお話ししようと思います。

　奨学生は日本にあわせて４月からスタートとなり

ます。カウンセラーとの初顔合わせとオリエンテー

ションをして、入学式になります。６月には学友会

（奨学生のOB）が主催する「春のバス旅行」に行き

ました。春の行き先は主に米山梅吉記念館です。７

月は次の年年度にむけ、指定校説明会があります。

当地区の指定校はずっと７校だったのですが、荘君

が来て日本薬科大学が加わり、８校になりました。

ちなみに指定校は共栄大学、埼玉大学、芝浦工業大

学、聖学院大学、獨協大学、日本工業大学、文教大

学、日本薬科大学です。８校には留学生の対象者が

600名ほどしかいなくて、隣の第2570地区は2000〜

3000名、東京だと１万名以上いて、こちらが指定校

にすると喜んで来るのではないかと奨学会から言わ

れています。９月には部門セミナーをZOOMで行いま

した。来年度は８月開催になります。10月と３月に

は米山月間があり、コロナ以前では10月だけで40〜

50クラブから卓話依頼がくるのですが、今年度はオ

ンラインも含めて13クラブに卓話したまででした。

10月、学友会・合同奉仕活動で、ゴミ拾いをしてハ


