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行事予定
 7月 28日　ガバナー公式訪問
　　　　　  クラブ協議会②
 8月   4日　早朝例会
                 親睦ゴルフ
 8月 11日　定款の規定により
                 休会
 8月 18日　部門セミナー報告
                 管理運営
                 公共イメージ向上
                 会員増強維持
 8月 25日　会員卓話 
                 藤村作会員

ビジター
国際ロータリー第2770地区
第５グループ ガバナー補佐
　　那須敬明様（上尾北RC）
第５グループ ガバナー補佐幹事
　　榎本　学様（上尾北RC）

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。本日は国際ロータリー第2770地区 第５グループ ガバナー

補佐 那須敬明様、ガバナー補佐幹事 榎本学様、公式訪問直前準備と

いうことでお越しくださいまして誠にありがとうございます。

　本日は会長あいさつの前に、台南東北RCの会長さんから送られてき

た動画を放映します。ご視聴ください。（動画放映）

　皆さんもご存じのとおり、日本のリーダーであった安部晋三元総理

が7月8日、奈良県の近鉄大和西大寺駅付近で候補者の応援演説をして

いたところ、背後から銃で撃たれて亡くなりました。安部元総理がお

亡くなりになったことにより今後の経済、政界すべてが変貌すると思

われます。安部元総理と言えば、私の印象に強く残っているのが、北

朝鮮の拉致問題解決に向け積極的に取り組んでいたことや、憲法改正

の旗を振り続けてきたこと、諸外国においても精力的な外交を通じて、

国益を考えつつ常に世界のリーダー的な立場であったことです。また

台湾に関しても、安部元総理はいつも密接な関係を築いてきました。

台湾有事は日本の有事、しいては日米同盟の有事とまで言っていまし

た。コロナワクチンが不足していた時、日本政府はワクチン提供支援

をしたこともありました。

　銃撃した容疑者の母親は宗教団体の信者で、多額の寄付により家庭

が崩壊したとのこと。はじめは教団幹部の殺害を考えたが、犯行に移

すことは難しいと考え、宗教団体と密接な関係にあった安部元総理を

狙ったと供述していました。銃は一度に６発発射できる仕組みとも供

述しています。２本の鉄パイプを粘着テープで巻き付けて作った銃の

ほか、鉄パイプを３本や５本、６本にした銃も製造したなどと供述し

ているということです。パイプを２本にしたのは失敗する可能性があ

ったからとの趣旨も話しているそうです。

　警備関係者からは、背後の警備体制が不十分との見方も言われてい

ます。当時、現場には警視庁の専属のＳＰが１人配置されていたほか、

奈良県警の私服の警察官なども含めると合わせて数十人の警備体制が

敷かれていました。安部元総理の後ろにも警察官が配置され、周囲を

３６０度警戒していたのですが、沿道にいた人が当時撮影した動画で
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例会日　毎週木曜日　12：30～13：30
例会場　上尾東武ホテル3F（コミュニティホール）
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スマイルスマイル
■那須ガバナー補佐：一年間よろしくお願いします。

■榎本Ｇ補佐幹事　：一年間よろしくお願いします。

■深澤会長：那須ガバナー補佐、榎本ガバナー補佐幹

　事、本日はありがとうございました。

■門崎幹事：那須ガバナー補佐、榎本ガバナー補佐幹

　事、本日はありがとうございました。

■長沼副会長：那須ガバナー補佐、榎本ガバナー補佐

　幹事、本日はありがとうございました。

■坂本副幹事：本日もよろしくお願いします。

■武重会員：那須ガバナー補佐、榎本ガバナー補佐幹

　事、ようこそ！

■大塚信郎会員：那須ガバナー補佐、榎本ガバナー補

　佐幹事、ようこそ！

■尾花会員：那須ガバナー補佐、榎本ガバナー補佐幹

　事、ようこそ！

■細野会員：那須ガバナー補佐、榎本ガバナー補佐幹

　事、ようこそ！

■島村会員：那須ガバナー補佐、榎本ガバナー補佐幹

　事、ようこそ！

■関口和夫会員：那須ガバナー補佐、榎本ガバナー補

　佐幹事、ようこそ！

藤村会員／須田会員／樋口会員／宇多村会員／

斎藤修弘会員／小田切会員／丹井会員／

奥川会員／関口良康会員／山崎会員

　コロナも下火になってきたかなと思ってきたら第

７波ということで今年度も国際奉仕は難しいかもし

れません。上尾クラブは60周年ということで式典で

国際奉仕を報告できたらと思っています。また記念

式典に台南東北ＲＣさんをご招待したいと考えてい

ます。交流では台南東北ＲＣさんの高校生クラスを

人選して日本に招待し、日本の文化に親しんでいた

だく事業が展開できたらいいなと考えています。

米山記念奨学・学友委員会　宇多村海児　委員長

社会奉仕委員会　奥川　淳一　委員長

国際奉仕委員会　丹井　亮一　委員長

青少年奉仕委員会　樋口　雅之　委員長

　例年同様の事業が予定されています。また今年度

は地区補助金を活用した地域への社会奉仕事業とし

て、社会福祉施設に「施設利用者の感染防止プロジ

ェクト」としてサーモキーパーや空気清浄機等の寄

贈を計画しています。

　インターアクトの再構築ということで上尾高校に

訪問しました。インターアクト同好会には７名の生

徒が在籍していました。上尾高校は８月のインター

アクト年次大会に参加してくださるそうです。

　ＲＹＬＡ研修にも参加していただきたいです。

　また私は今年度、地区青少年交換委員長も務めて

　まずはロータリー財団への寄付のお願いを例年通

り行い目標を達成したいと思います。

　そして今年度は10月24日世界ポリオデーイベント

で第５Ｇグループ合同で行う募金活動実施に協力さ

せていただきたいと思います。

ロータリー財団委員会　斎藤　修弘　委員長

　米山記念奨学生 荘正宇君とカウンセラー須田悦

正会員の支援を行うとともに、カウンセラーと連携

して壮君に「上尾に来て良かった」と思われるよう

な施策をしたいと考えています。

◇60周年記念式典を3月16日に予定しています。

◇60周年記念親睦、家族例会を４月に計画していま

す。また親睦ゴルフを５月に予定しています。

◇６月には記念講演を二部構成で計画していて、第

一部は村岡会員と上尾高校箏曲部による演奏を、第

二部は藤木和子先生によるヤングケアラーについて

の講演を予定しています。

　いて、当クラブから青少年交換プログラムへの参

加も検討いただけたらと思います。

那須ガバナー補佐、榎本ガバナー補佐幹事、ようこそ！

60周年実行委員会　深澤　圭司　会長

会員数　　　　35　　　
出席数　　　　26
欠席数      　 9

出席率

 74.29％
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幹　事　報　告

委員長報告

お客様からあいさつ

門崎　由幸幹事

60周年記念ブレザー担当　樋口雅之会員

◇地区の危機管理委員会

からコロナウイルス感染

拡大防止について注意事

項です。例会開催では感

染予防の対策を。できた

らハイブリッド形式で開

催を。大人数の会食は禁止。まずはロータリアンの

健康管理を最優先に取り組んでください、とのこと

です。今以上に感染が拡大したら、随時対策をしま

すのでよろしくお願いいたします。

◇本日、那須ガバナー補佐がお越しになっています

が、７月２８日にガバナー公式訪問例会が開催され

ます。各委員長さん、役員さんの皆さんには必ずご

出席いただき今年度の方針等を述べていただければ

と思います。よろしくお願いいたします。

◇７月１６日から各部門セミナーがスタートします。

各委員長さんには案内済ですが、必ずご出席のほど

お願いいたします。

は、容疑者が元総理の斜め後ろからゆっくりと近づ

く姿が映っていて、銃声が鳴るまで警察官が制止す

る様子は確認できません。識者からは「これ以上近

づけば不審者だと認識する距離がきちんと設定され

ていたのか、そして実際に不審者が近づいた時に制

止する態勢がなぜとられなかったのか、検証する必

要がある」と話しています。

　民主主義の国で、しかも参院選の期間中に白昼堂

々と駅前で銃撃とは、あってはならないことだと思

っています。警備についても疑問視しています。容

疑者が近づいてきた際、ＳＰは動じなかった、しか

も２発目の発砲も許してしまったことに憤りを感じ

ます。多くの国民も不安と恐怖を感じたと思います。

日本にとっても世界にとっても大切な方を失ってし

まったことが本当に残念です。心よりご冥福をお祈

りいたします。

　話は変わって、７月８日、藤木和子先生によるヤ

ングケアラーの講演会が瓦葺中学校で開催され、我

々もオファーを受け、参加してきました。講演は中

学生対象のソフトなもので、耳が聞こえない障害を

もつ弟さんの世話をする内容でした。親からは「お

姉ちゃんなんだから我慢しなさい」「もっと弟の面

倒を見なさい」と言われ続けることの辛さなど、心

の葛藤を話していました。

　そのような中、家族の介護やケアを担う「ヤング

ケアラー」と呼ばれる子供たちを支援しようと埼玉

県と県内に本店がある信用金庫などが協定を結びま

した。７月11日、埼玉県庁で大野知事と埼玉縣信用

金庫、そして県社会福祉協議会などの関係者が協定

書に署名しました。協定にはヤングケアラーへの関

心と理解を深める啓発活動に協力して取り組むこと

や、信用金庫で販売する金融商品の手数料収入の一

部を支援のために社会福祉協議会に寄付することな

どが盛り込まれています。信用金庫の職員がヤング

ケアラーの現状を学ぶ研修会を実施するほか、県が

制作したパンフレットを店頭に置いたり、店舗で動

画を放映したりして理解を広める活動に取り組むと

のことです。埼玉縣信用金庫は地域課題の解決に貢

献しようと、こうした支援に取り組むことを決めた

そうで、池田啓一理事長は「ヤングケアラーの存在

を知り、県と一緒に地域のために何かできないかと

考えた。まず我々職員が現状を認識し、子どもたち

に何ができるか、できることを進めていきたい」と

話していました。本日もよろしくお願いいたします。

　本日、60周年記念ブレ

ザーの採寸を大木さんの

お店で行う予定でしたが

、大木さんのご家族がコ

ロナに感染してしまった

ため、大木さんも濃厚接

触者となり、本日の採寸を延期させていただきます。

後日、日程が決まりましたら改めてご案内いたしま

す。よろしくお願いいたします。

第５グループガバナー補佐　那須敬明様（上尾北RC）
　こんにちは。今年度ガ

バナー補佐を務めさせて

いただきます、上尾北Ｒ

Ｃの那須です。今年度は

女性初のＲＩ会長　ジェ

ニファー Ｅ.ジョーンズ

さんです。ロータリーへの入会が1997年で、私が上

尾北クラブに入会したのは1995年です。私より２年
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出席委員会　大塚　信郎　委員長

会員増強維持委員会　藤村　作　委員長

プログラム委員会　山崎　亮一　委員長

親睦活動委員会　小田切宏治　委員長

クラブ奉仕委員会　坂本　忠光　委員長

関口　良康会員
近況報告

　先週、初例会が終わっ

た夕方、東京ドームに野

球観戦に行ってきました。

駅からドームに向かう途

中、生稲晃子さんが選挙

活動をしていて、一般市

民と２ショット写真を撮っていました。今まで気に

留めなかったのですが、急に親近感がわきました。

　巨人戦の始球式では前代未聞の14人のアスリート

指導者が一斉に投げ、その中には元横綱の白鳳さん、

水泳の北島康介さん、卓球の水谷隼さんなどがいま

した。３塁側で観戦しましたが、野球よりも可愛い

ビールの売り子さんが気になり、またドームでは現

金が使えずSuicaでの支払いだったので、観戦前に

チャージしていくことが大切だと勉強になりました。

例会主題～クラブ協議会①
ガバナー公式訪問前準備

後輩になるわけですが、英語ができて多額の寄付を

され、すごいなぁと思います。今年度のＲＩテーマ

はイマジンロータリーで、地区の運営方針が「創造

しよう未来への調和　—　ロータリーにＤＥＩの爽

やかな風を —　」ということです。ＤＥＩとは、多

様性、公平さ、インクルージョンですが少々わかり

づらいかもしれないですね。28日に公式訪問があり、

そのあたりについて細淵ガバナーから詳しい話があ

るのではないかなと思います。

　今月の『ロータリーの友』に各地区ガバナーの横

顔が掲載されていて、細淵ガバナーは2012年に入会

と、ロータリー歴でいちばん速くガバナーになって

います。大所帯の浦和クラブで、10年でガバナーに

なられているのでとても優秀な方なのだと思います。

　今年度、地区から「グループで合同の奉仕活動を

行ってください」との方針があり、第５グループと

しては会長幹事会で話し合って、10月24日の世界ポ

リオデーに募金活動を行おうとなりました。ご協力

をお願いいたします。

　３年前に宇多村さんが会長の時にクラブビジョン

が発表され、当時のビジョンでは、創立60周年で会

員50名、そのうち女性会員10％という目標があった

と思います。こういう時期なので難しいと思います

が、３年目なので検証していただければと思います。

　ＩＭは2023年2月17日に上尾市文化センターで行

います。３年近く懇親会を行ってこなかったので、

今年こそは、と思っていたのですが、危機管理委員

会から「できれば懇親会はやらない方向で」という

話になりましたので、この先、様子を見ながら対応

したいと思います。ＩＭゴルフは、当初発表した日

程だと地区の研修会と重なってしまったので、１週

変更し、4月21日に大宮ゴルフコースで行います。

　私はゴルフをしないので、どうせ日程を変更する

ならワカサギ釣りをしようと提案したのですがあえ

なく却下されました。というように、私の趣味はワ

カサギ釣りです。私が上尾北クラブで会長を務めた

時、山中湖でワカサギ釣りをドーム船で楽しもうと

企画しました。お酒が飲めるドーム船が１つ、ドー

ム船のオーナーもロータリアンで、バナーを交換し、

それから13年経ちますが今なお私は山中湖に通って

います。「ゴルフに飽きたのでそろそろ釣りでもし

たいなぁ」という方がいらっしゃったら、いつでも

お連れしたいと思います。

　これから１年間、よろしくお願いいたします。

　例年同様ですが、効率的および効果的そして円滑

なクラブ運営を行って行きたいと思います。

　ベテラン会員の出席率の向上に、委員会メンバー

で取り組みたいと思います。

　年間で５つの事業（結婚誕生祝／親睦旅行／クリ

スマス例会／新年例会／最終例会）が計画されてい

て、これらの事業・懇親会を通じ、会員相互の親睦

を深め、ロータリー活動をより有意義かつ有益なも

のにしたいと思います。

　私は人生を少し彩るような、直接生活とかかわら

なくても、人生が楽しくなるような例会を企画した

いと思います。よろしくお願いいたします。

　クラブビジョンで60周年で40名に増強かと思って

いたら、深澤年度の目標が増強１名だということな

のですね。がんばっていこうと思います。


