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行事予定

9月　8日   部門セミナー報告
               奉仕３部門

9月 15日   社会奉仕事業
                あゆみ会大石事業所

9月 22日   地区役員卓話
                2004-05年度ガバナー
                北　清治様

9月 29日   卓話　藤木和子弁護士
              「ヤングケアラー
　　　　　　　　　　について」

会長あいさつ
　皆さん、こんばんは。本日もご出席いただきありがとうございます。

会長職を仰せつかって初めての夜間例会です。本日の食事は埼玉県の

郷土料理第２弾といたしまして、秩父地方で食されている味噌漬け焼

きを皆さんにご賞味いただきます。諸説ありますが、秩父地方ではそ

の昔、イノシシがたくさん獲れ保存のために味噌（秩父ではショウガ

やキノコを刻んで混ぜた「おなめ」という味噌）に漬けて保存をし、

炭で炙って食べていたと言われています。現在、秩父地方は都心から

一番近い観光地として発展してきました。それに伴いイノシシから豚

に変わり秩父を代表する味噌豚丼へと進化したそうです。また秩父で

は昔から養豚が盛んに行われていて、ホルモン発祥の地とも言われて

います。これも諸説ありますが味噌ホルモンも秩父が発祥とも言われ

ています。そう言われてみれば、秩父は「おなめ」や味噌ポテト、味

噌豚丼など味噌を使った料理が多いですね。これから食事となります

が、ぜひ秩父をイメージしながら味わってみてください。

　さて本日はロータリーソングの起源についてお話しさせていただき

ます。日本のロータリークラブは例会でロータリーソングを合唱しま

す。この習慣は、ロータリーの創立当初（1905年）からではなく、あ

る出来事から始まったというのが通説です。

　世界最初のロータリークラブは米国のシカゴクラブです。創立当時

のシカゴクラブは、会員同士の親睦と物質的相互扶助が主たる活動目

的でしたが、1907年、ポール・ハリスは社会貢献とクラブ拡大を活動

目的に追加しました。さらに1908年に入会したアーサー・フレデリッ

ク・シェルドンが奉仕の必要性を強調したため、シカゴクラブは親睦

・互恵派と奉仕・拡大派に分かれてしまい、例会の度に激論が交わさ

れるようになったそうです。そんな刺々しい雰囲気を和らげようと、

歌好きの会員で親睦・互恵派だったハリー・ラグレスは、ある例会で

椅子の上に飛び上がり、「さぁ、一緒に歌おう」と皆に呼びかけたそ

うです。その後、例会ではハリーの指揮で歌うことが習慣となり、そ

の習慣が米国の多くのクラブに波及していきました。最初の頃は「ス

マイル」とか「マイヒーロー」などの大衆的な歌が好んで歌われたそ

うです。これがロータリーソングの起源としての通説になっています。
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60周年実行委員会が開催されました。

藤村会員、卓話いただきありがとうござい！ました  ！

会員増強へのご協力、よろしくお願いいたします  ！

　８月25日の夜間例会前に、大木保司実行委員長を中心

に、60周年実行委員会が開催されました。60周年記念式

典、記念親睦、記念事業についての日程・会場・内容な

どアウトラインが示され、課題と懸案事項が話し合われ

ました。60周年実行委員会は毎月１回開催される予定で

す。後日、各セクションの人員配置が示されますので、

ご協力のほどお願いいたします。当クラブの創立60周年

を会員一丸となって盛り上げましょう！

したいなと思います。

　会員増強ガイドというのがMy Rotaryの「アイデ

アを広げる」のページにあるので少し見ていきたい

と思います。細かくはMy Rotaryをご覧いただけれ

ばと思います。ここに会員増強計画ワークシートと

いうのがあり、「クラブの現状を評価する」や「ク

ラブのビジョンを描く」については、宇多村年度に

中期戦略計画が作成されているので、ある程度見え

ていると思います。次にクラブの魅力を高め、入会

候補者のリストを作成したいと思います。これを皆

さんにご協力をお願いします。入会候補者は来週の

例会前までにＳＡＡまたは私まで提出してください。

その資料をもとに会員増強維持委員会を開き今後の

増強に繋げていきたいと思います。

　最後にウクライナ支援災害救援基金について触れ

ておきます。ウクライナでは復興プロジェクトを行

っています。第一段階では仮設住宅を作り、最終的

には街の完全復

興を目指したい

プロジェクトで

す。引き続きウ

クライナへの支

援もよろしくお

願いいたします。

会員数　　　　35　　　

出席対象者　　29

出席者数      18

出席率

 62.07％
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結婚・誕生祝い
お誕生日　おめでとうございます！

丹井　亮一　会員幹　事　報　告
門崎　由幸幹事

関口　良康　会員

　８月28日に古希になり

ます。自分ではまだ30〜

40代のつもりですが、さ

すがにだいぶ身体がくた

びれてきたと感じていま

す。古希について調べて

みたら、古来から70歳まで生きられる人は稀（まれ

＝希）であるというところから古希と呼ばれたよう

です。ということは、70年間生きてきて何が残った

かなと振り返ってみました。自分自身、いま充実し

◇26日に会長・幹事会が

鴻巣で行われます。しっ

かり情報を皆さんにお伝

えしたいと思います。

◇先週、部門セミナーす

べてが終了しました。参

加していただいた皆さん、お疲れさまでした。９月

第１・２週に、部門セミナー報告がありますので、

参加者の皆さんは何卒よろしくお願いいたします。

　おととい51歳になりま

した。50歳の最後に初挑

戦・初体験したことがあ

ります。初めて１人で映

画館に鑑賞に行きました。

僕ら世代ではすごく話題

になっている、トム・クルーズ主演の『トップガン

　マーヴェリック』を観てきました。何度もリピー

トして観る人もいるという報道もあり、僕も２回鑑

賞しました。『トップガン』１作目は36年前、僕が

15歳の時、アメリカ海軍の映画で、当時もカッコ良

かったのですが、今回観たら海軍に入隊したいと、叶

わない夢が芽生えて帰ってきました。映画が上映さ

れる前にCMがありますが、そこで初めて50歳以上の

方のペア割があるというプチ情報を知りました。

51歳、また新たな挑戦ができるように、健康に留意

してがんばっていこうと思いますので、皆さま、よ

ろしくお願いいたします。ありがとうございました。

しかし、シカゴクラブの60年の歩みを小説風に書き

綴った「The Golden Stand」（Oren Arnold著　

1966年）によれば、「ロータリーの創立後まもなく

（1905年の秋頃から）、例会の晩餐会の席上、話題

が途切れた時、談話が長時間に及んで疲れ気味の時

など、ハリー・ラグレスの“さぁ、皆で歌おう”の

音頭で、毎回のように歌ったのである」という記載

があります。いずれにしてもハリー・ラグレスは歌

好きであったこと、ロータリーソングは場の雰囲気

を和まし、一体感を築こうという狙いから始まった

ことは確かなようです。

　しかし、最近の米国の例会では、国家斉唱やロー

タリーソングを合唱しないクラブが多いそうです。

米国以外では、例会で国家もロータリーソングも歌

わず、敬虔なお祈りで始まるという国も少なくあり

ません。国によっては“Call to Order（お静かに

願います）”の開会宣言だけで、例会が始まるクラ

ブもあります。

　ちなみに、国際ロータリーはルートヴィヒ・ヴァ

ン・ベートーベン作曲の「エグモント」序曲の行進

曲を編曲した楽曲が、国旗入場式などの行事で演奏

され「ロータリーの公式賛歌」として規定されてい

ます。

　もちろん、これは日本人が考えるロータリーソン

グとは言えませんね。日本の場合は、今も多くのク

ラブで例会の最初にロータリーソングが歌われてい

ます。伝統や習慣を重んじる日本ならではというべ

き、不易流行を大切にしているというべきか、人に

よって考えは様々でしょう。いずれにしても私はロ

ータリーソングの合唱が大好きです。

　本日は我等の生業を黙唱していただきました。本

日もよろしくお願いいたします。

ROTARY CLUB OF AGEO

例会主題～会員卓話

ています。いいカミさんと一緒にいられて、いい犬

と一緒にいられて、いま犬に凝っていて、10月に行

われる全国大会でいい成績を残したいなというのが

夢です。２人目の犬のデビュー戦でもあります。９

月にカミさんが試合にでるので応援したいなと思い

ます。

　それ以外では、私はいまデイサービスの仕事をし

ているのですが、スタッフと話していたら「丹井さ

ん、管理・介護する側ではなく、利用者さんの側で

座ったらどうですか」と言われてしまいました。そ

ういう年齢なのかなと思いました。

　自分自身は若い頃、広告屋で無茶をやって、壮年

になってクラブ活動を一生懸命やって、お金も使っ

てと、いろいろ思い出があります。僕が担当してい

たのはTBSだったのですが、今朝テレビでTBSの新社

屋の案内をしていて、すごくきれいになったなと思

いました。僕が行っていた頃のTBS本館は迷路でし

た。なぜ迷路になっているかというとテロに襲われ

た時、わからないようにするためだそうです。

　そんな自分自身でした。だからこれから、あと何

年生きられるかわかりませんが残りの人生を楽しく

有意義に過ごせたらいいかなと、そのためにはまだ

まだがんばって働き、そして自分の足跡、軌跡を残

せたらいいかなと思います。皆さん、引き続きどう

ぞよろしくお願いいたします。ありがとうございま

した。

会員増強維持について

　こんばんは。クラブの

会員増強維持委員会委員

長ということと、今月が

「会員増強月間」である

ことからで卓話をさせて

いただきます。50歳の時

にクラブ会長を仰せつかり、クラブは創立55周年で

した。今年度、私は55歳になり、クラブ創立60周年

で会員増強維持委員長ということで縁を感じていま

す。私の近況ですが、私の次男が先週までコロナで

した。嫁さんの実家に１人で遊びに行って親類が大

勢集まり、そこでコロナにかかったようです。嫁さ

んも実家に行ってしまったので、長男と私の２人で

の生活が10日ほど続きました。中学生ですが、夕飯

会員増強維持委員会　藤村　作　委員長

を一緒に食べなければならないので早めに帰って食

事をしています。夏休みにどこも行けなかったので

今週末は小田原のヒルトンに行ってこようと思って

います。

　それでは本題に入っていこうと思います。会員増

強では私は素人なので、少し資料を作りました。会

員増強維持委員長は私ですが副委員長が須田さん、

委員には大塚パストガバナーと尾花さんがいて４人

で構成しています。会員増強の方針・計画ですが、

創立60周年にあたり会員40名を目指そうとなってい

ます。６月末に１名が退会したので現在の会員数は

35名で、退会防止、入会促進が必要になってきます。

それではどうしたらいいかということで、今年度の

ＲＩ会長の動画がありますので、まずはご覧くださ

い。＜動画視聴＞

　ジェニファー・ジョーンズＲＩ会長が今年度推進

しているＤＥＩ促進が、会員増強につながっていく

と思います。毎年のように会員増強と言っているの

は、会員が減っているからで、前年度どうだったか

と言うと、シェカール・メータ前値度ＲＩ会長は、

「Each One,Bring One（＝みんなが一人を入会させ

よう）」と言っていて、世界的に２倍になったわけ

ではなく、微増でした。会員数が増えているのは発

展途上国でした。

 当地区では、７月１日、2,313名だったのが８月末

には2,343名と30名増えています。上尾クラブは出

足が悪いです。参考までに隣の地区＝ＲＩＤ2570

（埼玉北西）の会員数は約1600名です。１つの地区

は2,000名いないと維持ができないそうで、そうなる

と統合されることもあるそうで、当地区と統合され

ると移動が大変なので、それを避けるためにも増強


