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　本日は国際大会へ会長が行っている為、本日は私が代行で会長挨拶

をさせて頂きます。

　また、地区ロータリー財団部門資金推進委員会の皆様ようこそいら

っしゃいました。

　本日、会長の代理で初めて点鐘をさせて頂きました。ちなみにこの

点鐘は日本だけ行っているそうです。

　世界大会が今週行われていますが、私もインターネットで世界大会

の事を見ていたら色々奉仕の事についてたくさん紹介されていました

。今年の開催場所はアメリカのニューオリンズで、ハリケーン「カト

リーナ」で大きな被害を受けた地域です。このハリケーンによる被災

にロータリーでは大きく復興に向けて力を注ぎました。

　世界大会では今年日本で起きた大震災の事が話題になっていると思

いますが、いずれにしてもこのロータリークラブというのは世界的な

団体であってロータリアンは120万人以上います。

　このロータリアン１人１人が奉仕と親睦を胸に世の中を良くしてい

こうと活動しています。

　あと少しで7月になり新年度が始まるのですが、上尾ロータリーク

ラブではすでに次年度の委員長等がもう決まっており次年度に向けて

の体制を固めております。

　しかしクラブ内に委員会がたくさんあり、その中で複数の委員会を

掛け持ちして頑張って頂く会員もいて大変ですが、この上尾クラブが

さらに意義のある会として活躍出来たらと思っております。私も微力

ながら尽くさせて頂きます。

　話は変わりますが、本日私の卓話をするという予定でしたが、予定

を変更し次年度計画している富士登山について次年度親睦活動委員会

の渡邉委員長、そして企画に携わっている古賀会員より富士登山に関

して説明とさせて頂きます。　本日もよろしくお願いいたします。
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■名取副会長　地区推進委員の皆様ようこそ

■関口副幹事　地区ロータリー財団部門資金推進委員会の皆様ようこそ

ご結婚・誕生祝いおめでとうございます。

■大宮シティロータリークラブ　下和夫様　１１月の卓話以来にお邪魔

しました。よろしくお願いいたします。

■大宮東ロータリークラブ　三枝和男様　本日はよろしくお願いいたし

ます。大木様いつもお世話になります。

■岩槻ロータリークラブ　鈴木隆様　１年間お世話になりました。本日

は、よろしくお願いいたします。

■越谷北ロータリークラブ　阿部朋博様　本日はよろしくお願いいたし

ます。

■浦和中ロータリークラブ　小宮泰二様　大好きな大木　さんのために

参りました。よろしくお願いいたします。

神田会員　齋藤(重)会員　大木会員　尾花会員　細野会員　岡野会員

渡邉会員　井上(清)会員　沼尻会員　藤村会員　古賀会員　宮島会員

藤村会員　須田会員　野瀬会員　樋口会員

ただ、かかりにくくするための方法として前日ゆ

っくり寝ることとアルコールは摂取しない事をお

願いしたいと思います。

　また、ゆっくり登ることを心がけて頂きたいで

す。実はこのゆっくり歩く事が大事で、早く登ろ

うとすると体が適用できず高山病を発症する可能

性が上がってしまいます。それを踏まえ今回は出

来るだけ富士山には早くついてちょっと体を慣ら

し山小屋で休憩を取りながら登る計画を立てまし

た。予定としては登りやすい吉田口から登頂をし

たいと思います。この吉田口は登山する人が良く

利用していて約5.5キロほどで登りやすいです。ま

た、売店・山小屋が多く何かあったときも救急隊

とくる事ができますので今回はこちらを利用する

予定です。時間としては約7時間掛けて登りたい

と考えております。当日はガイド2名が同行しま

す。

　このガイドさんには登頂にあたって道のケア等

をしてもらいます。ただこのガイドさんをつける

最大の理由はやはり山ですので天候等状況が変わ

りやすいです。この状況が変わった時に登山を続

けるのか中止にするのかの判断をしていただきま

す。

　それでは富士登山をするにあたって装備に関し

てお話させて頂きます。服装に関してですが、長

ズボン、長袖、上着、軍手、雨具を用意して下さ

い。出来ればリックサックを背負って頂き手には

何も持たない状態にして下さい。

　靴に関してですがよく新しい靴を用意する方が

多いのですが、それよりも履きなれた足のサイズ

にあった靴を履いて頂きたいと思います。あと、

杖に関してですがかえって邪魔になるケースが多

々あるので個人的にはお土産代わり買う物なのか

なと私は思っております。また、紫外線が強いの

で帽子をかぶってください。出来れば風で飛ばさ

れないようストラップが着いているものを装備し

てほしいです。

　その他汗をふくタオル、酸素ボンベが必要な方

は酸素ボンベをご用意して頂ければと思います。

最後に大事な事として声を掛けあうのを意識して

下さい。これが富士山登る時に一番大事なってき

ます。声を掛ける事により声を掛けた人、掛けら

れた人お互いが元気になって最後まで登れる事が

多いです。最後の最後でやはり気持ちが大事とな

ってきます。

　クラブの皆様が一緒になるという事にこの富士

山の登山は良いものになると思いますので、皆様

の多くのご参加をお願いしたいと思います。ご清

聴ありがとうございました。
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ゲスト挨拶

幹　事　報　告

地区ロータリー財団部門　下和夫副委員長

　みなさんこんにちは

、先ほどご紹介があり

ましたが、私は大宮シ

ティロータリークラブ

から出向しております

。私は昨年の11月4日に

卓話をしにお邪魔させて頂きました。本日は御礼

をしにお伺いしました。

　委員長そして、資金推進委員を引き連れまして

大勢でお邪魔させて頂いたことを御礼申し上げま

す。本日は少しだけお時間を頂きたいと思います

。先ほど名取副会長が申しておりましたが、ロー

タリーは奉仕と親睦を行う素晴らしい世界的組織

でございます。私どもの財団ではこの地区の活動

に関して報酬は何もございません。報酬は「感動

」でございます。

　上尾ロータリークラブの大木会員には次年度資

金推進の委員長をお願いしております。本年度は

副委員長として大変ご活躍されました。

　私も大変感謝しております。私の好きな言葉に

「おかげおかげのげで生きよ」とありますが、財

団は正しくおかげおかげでやらせて頂いたしだい

でございます。本日はお時間を頂き誠にありがと

うございました。

関口和夫副幹事

本日、島村幹事が国際大会出席の為代理で私から

報告させて頂きます。

◆7月2日に地区会員増強維持部門セミナーがござ

　います。申し込みが6月10日までとなっており

　ます。関係の方申し込みよろしくお願いいたし

　ます。

◆6月2日例会終了後、クラブ協議会を開催します

　。その中で新旧委員長会議がございますので、

　ご出席よろしくお願いいたします。

岩槻ロータリークラブ　鈴木隆会員

　上尾ロータリークラ

ブ様には兄弟クラブと

して一度お邪魔させて

頂きたいと思っており

ましたが、なかなか機

会がなくお邪魔する事

が出来ませんでしたが、本日やっとお邪魔する事

が出来ました。貴重なお時間を頂きありがとうご

ざいます。

　ロータリー財団では資金推進では一年間皆様方

にご協力を頂き誠にありがとうございました。上

尾クラブ様には200ドル以上のご寄付そしてベネ

ファクターということで絶大なるご協力を頂きま

した。高い席からでございますが、御礼を申し上

げます。

　次年度も大木パスト会長を中心に資金推進も頑

張って行きますので絶大なるご協力よろしくお願

いいたします。

浦和中ロータリークラブ　小宮泰二会員

　浦和中ロータリーク

ラブから出向させて頂

いております。小宮と

申します。

　委員長はすべてお話

されましたのでご挨拶

だけさせて頂きます。本日は大好きな大木会員の

いるクラブお伺い出来て大変感謝しております。

今後ともよろしくお願いいたします。

越谷東ロータリークラブ　阿部朋博会員

　越谷東ロータリーク

ラブから出向させて頂

いております。安部と

申します。

　本日は貴重なお時間

を頂きありがとうござ

います。今後も財団へのご協力よろしくお願いし

ます。
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結婚祝い　野瀬将正会員

　結婚祝いを頂くのは2

回目になります。結婚

記念日が5月27日ですの

で、まだお花は見てい

ないのですが、大きな

お花が頂けるのかなと

思っております。実は去年お花をいただいた時に

妻の名前が間違っていてその時妻から責められま

したが事情を説明して事なきを得ました。明日こ

そ正しい名前で来ることを楽しみにしています。

結婚は平成元年にしましてとても数えやすく23年

目となります。もうすぐ銀婚式なので、プレゼン

トをしたほうがいいのかなと思ったりしています

。ありがとうございました。

その後、演台からハッピーバースデイの歌を歌っ

てもらったという思い出がございます。63年も歳

を重ねてきますと嬉しいのか悲しいのか複雑な気

持ちでございます。次年度も積極的に例会に参加

して名取年度を応援したいと思います。本日はあ

りがとうございました。

大宮東ロータリークラブ　三枝和男会員

　大木次年度委員長と

は次年度も同じ資金推

進委員会ということで

また上尾クラブ様にお

伺い出来るのではと思

って楽しみにしており

ます。その節はよろしくお願いしたいと思います

。本日はありがとうございました。

結婚・誕生祝い

誕生祝い　神田博一会員

　本日は誕生日を祝っ

て頂きありがとうござ

います。私は先週63歳

の誕生日を迎えました

私は若い頃よく5月の連

休が明けた頃に海外に

行っていました。連休が明けた頃は旅費が安くロ

サンゼルスからラスベガスに行ってフランク・シ

ナトラのショーを見たことを覚えています。その

時が5月17日で、シナトラが演台で誕生日の人に

手を上げてくださいといいまして私を含め3人が

その会場にいました。

次年度親睦活動委員会　渡邊清委員長

　本来であれば次年度

になってからお話する

べきでしたが、諸先輩

方からの許可を頂きま

して本日は次年度の予

定をお話させて頂きま

す。健康づくりそして家族が参加出来るような内

容をということで富士山登山を計画しております

。その中で旅行会社を経営している古賀会員に計

画を参加して頂きました。その内容を古賀会員か

ら説明して頂きたいと思います。

卓話

古賀昇会員

　本年度入会させて頂

きました。飛鳥ツーリ

ストの古賀です。よろ

しくお願いします。先

日、富士山登山につい

て意見を聞かれまして

、私は仕事だけではなく合計で4回富士山に登っ

ております。その経験を買われまして名取年度の

第一歩として是非やりたいと渡邊委員長に言われ

この企画に携わらせて頂きました。日付は7月20

日、21日で21日のロータリーの日に皆さんでご来

光を見ようと考えています。それでは富士山登頂

についてお話させていただきます。まず20代、30

代の方でも一気に上ろうとしても上れない方が多

いです。やはり3000mほどありますので、高山病

にかかってしまい断念する方が多いです。高山病

にはかかりやすい人かかりにくい人ということは

ありません。どんなに慣れている方でもかかって

しまうのが、高山病です。


