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　みなさんこんにちは、私の年度も本日を含めあと2回とな

りました。本日は各委員長に一年間の報告をしていただき

たいと思います。私の事をお話しますと一昨年の9月に急遽

副会長を引き受ける形になり私の年度を迎えることになり

ました。私が会長を務めるにあたって初めにやったことは

、ロータリーの事を知るということでした。

　10年以上も在籍していましたが、いままではロータリー

をあまり深く考えた事が少なかったです。毎週1回の例会で

会長挨拶をするとなるとロータリーの事を良く知っておか

なければいけません。私はまずロータリーについて理解を

深める事を始めました。

　地区の研修会や地区協議会での資料を見たときはこんな

にロータリー活動の難しさを感じました。ロータリーの一

番の大元になっている定款・細則です。この定款・細則は

RIから与えられたものでロータリアンになるということは

これを認めて従うという事になります。都度、この定款・

細則を見て私なりにこの定款・細則の意味を考えたりして

いました。世界的な組織といっても実際には一つ一つのク

ラブの人達がそのクラブの形成をしていきます。実際に活

動計画を立てるにしても前年度の活動を真似て活動しない

ようオリジナリティを求められています。

　ロータリーは世界的な組織として色々な事業をやってい

ます。私達は全てのロータリーの事業に携わっているわけ

ではないですが、その一分をやるそしてやり遂げているこ

とに誇りを感じています。私の年度もこうやって最後を向

かられているのは各委員長をはじめ会員の皆様のご協力の

賜物だと思います。深く感謝を申し上げます。
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ば39分の39という行動が出来るかどうかが重要だ

と分かりました。今回のプログラム委員長をした

経験が色んな角度で今後活かせるのではないかな

と感じています。ありがとうございました。

スマイル ３５,０００円
出席　　会員数　　３９　　　出席数　　１９
欠席　　欠席数　　２０　　　（％）　　４８.７２

前々回確定　　　　　　　　　欠席数　　　７
修正（％）　８２．０５　　（Ｍ・Ｕ）  　 ９

会員選考委員　吉川公夫委員長

　本日は大変肩身が狭

い状態でお話すること

になりました。会員選

考委員は一年間開店休

業の状態で店を開ける

準備もせず一年が終わ

ってしまった感じで大変申し訳なく思っておりま

す。一年間ありがとうございました。

職業奉仕委員会　野瀬将正委員長

　計画として4つほど本

年度はありましたが、

特に企業訪問に関して

は弊社に来ていただい

た事と3月の筑波のJAXA

訪問がとても印象に残

っています。JAXAの訪問は普段なかなか見られ

ない物も見学できその後、宇宙兄弟の映画でも話

題になりました。一年間ありがとうございました

社会奉仕委員会　齋藤哲雄委員長

　一年間会員の皆様に

は大変お世話になりあ

りがとうございました

。2回献血活動の支援、

9月には地区補助金をい

ただいて若竹ホームへ

子供たちにパソコンの贈呈を行いました。また、

まるひろのスペースをお借りして作品展示即売会

を行いました。一年間会員の皆様には大変なご協

力を賜りましたことに感謝いたします。ありがと

うございました。

SAA　神田博一委員長

　SAAで例会の管理を

してきました。皆様に

はご協力をいただきあ

りがとうございました

。SAAの指揮、司会等は

副委員長樋口さんが非

常にしっかりとやっていただいたので、来年以降

は樋口さんがいるので問題ないですが、それ以降

の例会の管理監督とする人を育てていく必要があ

ると思っております。そして出席委員長も言って

いましたが、少し出席に関して寂しいなと感じる

事が多かったです。来年はもう少し活気あるロー

タリーになって欲しいと願っています。一年間の

皆様には大変なお力添えをいただきましたことを

心から御礼申し上げまして一年間のご報告とかえ

させてさせていただきます。ありがとうございま

した。

関口和夫幹事

　一年間あと本日を含

めて2回例会があります

が、幹事として多々不

手際があり皆様にご迷

惑をお掛けしたことを

お詫び申し上げます。

一年の活動として印象に残っているのはIMでのご

出席にご協力を得られてほぼ100%に近い出席があ

ったことやピアノコンサートの大勢のご協力が得

られたことを成功に終わったことです。またクリ

スマス例会、JAXAの見学などがあります。今年

は色々と例会場ではなく外での例会が多かったに

も関わらず出席をいただき皆様と一緒に楽しめた

ことは本当に良かったと思います。この経験を活

かしてこれからも頑張りたいと思います。一年間

ありがとうございました。
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幹　事　報　告

ゲスト挨拶

委員長報告

関口和夫幹事

◆本日、18:00よりベッキーさんとニノ君の送別

　会がございます。ご参加のほどよろしくお願い

　いたします。

◆日韓親善会議の申し込みが今月中となっており

　ます。ご参加希望の方は事務局までご連絡くだ

　さい。

島村健副会長　　

　来月の献血活動のポ

スターを皆様のお手元

にお配りしております

。予定としては8月2日

となっております。例

年通り皆様には受付の

お手伝いをしていただきたいと思います。ご協力

よろしくお願いいたします。

クラブフォーラム

米山記念奨学生　周　京梅さん

　奨学生になって3ヶ月

になりました。まだク

ラブの皆様全員とお話

したりしていないので

、来月からは早めに例

会場に来て皆様とお話

できたらと思っています。ありがとうございまし

た。

を経験して物理的にも暗く、心理的に暗い時期で

した。夏祭り等のイベントなど自粛していました

ね。またタイで大洪水が起きてタイに進出してい

る日本企業が被災し日本経済にダメージを与えま

した。こういった事が暗い事が続いていた中で9

月頃に少しずつ上向いてきて年が明け少し日本も

明るくなってきたかなと感じました。しかしなが

ら世の中は元に戻るという事はなくて、変わって

いく社会で個人がどう立ち振る舞うかが続いてい

ます。それでは会長としての1年間の報告をさせ

ていただきます。まずは10月13日のガバナー公式

訪問です。その中で各委員長の年度計画や活動方

針をお話して好評をいただきました。特に三國ガ

バナーが強調していた会員増強は残念ながら今年

は0となりました。11月12、13日の地区大会そし

て同日に開催された上尾祭りでは宮古島物産販売

を行いまいした。会員の皆様には大変ご協力をい

ただきありがとうございました。年明けてすぐ1

月26日をIMが開催されました。当クラブがホスト

クラブということで、会員の皆様と一緒にIMを盛

り上げて無事終えることが出来ました。4月12日

の第五グループのチャリティーゴルフにも大変大

勢の方に参加いただきまして盛り上がったのでは

ないかと思います。5月には国際大会に参加して

きました。来年RI会長田中作次氏が出るというこ

とで特に2770地区は大変な熱の入れようで盛大に

行われました。以上が各委員会に属しない会の活

動をご報告させていただきました。ありがとうご

ざいました。

尾花正明ガバナー補佐

　一年間ありがとうご

ざいました。まず名取

会長をはじめとするホ

ストクラブである上尾

クラブの皆様に一年間

第五グループの先導役

としてお力添えをいただいたことに御礼を申し上

げたいと思います。会長からお話がありましたが

、IMにつきましては今回第五奉仕部門に指定され

た新世代に着目した企画内容で実行いたしました

。

名取勝会長

　昨年の7月1日に大塚

崇行直前会長からバト

ンを受け取り私の年度

が始まりました。その

頃は大震災が起きて約4

ヶ月弱ということで日

本全体が暗い雰囲気でまた、節電や計画停電など
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この中で第五グループが特出する点として本来で

あれば1グループ1名の青少年交換ということで受

け入れと送り出しを行いますが、第五グループで

は本年度3名の受け入れと送り出しの実績を作り

ました。次に4月に行われた第五グループのチャ

リティーゴルフにつきましては桜が満開のなかで

開催いたしました。この時の浄財を東日本大地震

の復興基金とさいたま新聞の社会福祉事業団が開

催している障害がある方が海外に渡航するために

補助金を出しているさいたま希望の翼に寄贈させ

ていただきました。第五グループには9クラブが

存在しています。ガバナー補佐はそれぞれ四半期

に一回ずつクラブ訪問をしなさいと最低限規定さ

れておりまして最終は6月26日の北本ロータリー

クラブの夜間例会にご挨拶して終了する運びとな

ります。この間上尾クラブの皆様には大変なお力

添えをいただきましたことを心から御礼申し上げ

まして一年間の総括とかえさせてさせていただき

ます。ありがとうございました。

大塚崇行ガバナー補佐幹事

　一年間ガバナー補佐

幹事として務めさせて

いただきました。会の

運営にあたって本当に

皆様のご協力をいただ

きまして尾花ガバナー

補佐も仰っていましたが、本当に上尾クラブの皆

様のご協力いただいて一年間務めることができた

と思います。ガバナー補佐幹事としては各クラブ

会長、幹事との橋渡し役や会長幹事会の運営の進

行をさせていただきました。私も会長幹事として

毎回会長幹事会に出ていた時は、凄く楽しい会長

幹事会を経験させていただいたのでこの一年間運

営していく中で、楽しい会長幹事会をしたいなと

いう思いで会を開催いたしました。各会長、幹事

から一年間楽しかったというお言葉をいただきま

して何とか役目を果たせたかなと思っています。

本当に皆様からご協力をいただいて尾花ガバナー

補佐から明確な指示をいただいてその通り務める

事ができて本当に良かったです。一年間ありがと

うございました。

出席委員会　須田悦正委員長

　一年間皆様のおかげ

で無事に務めることが

出来たと思っておりま

す。今回委員長を仰せ

つかってから例会に多

く参加する回数が昨年

より増え少しずつロータリーの事が分かってきた

と思います。あと1回の定例会ですが一生懸命努

めて一年間を終わりにしたいと思います。ありが

とうございました。

親睦活動委員会　渡邉清委員長

　本年度親睦活動委員

会はまず7月に富士登山

を予定していましたが

、残念ながら台風の影

響で中止となりました

。クリスマス例会では

非常に盛り上がりとても楽しいクリスマス例会を

開けたと思います。今年になってから新年例会を

開催させていただきました。今年の新年例会はと

ても明るく楽しくできたと私は感じております。

来週の最終例会がございます。何卒ご協力いただ

けますようお願いしてご報告させていただきます

。ありがとうございました。

プログラム委員会　藤木孝男委員長

　いままではホビー委

員会で野球ばかりして

いました。本年度はプ

ログラム委員長を仰せ

つかりました。チャリ

ティーコンサートは4月

11日から学校を18校回って最初うまくいくのか不

安でしたが、皆様のご協力があり当日たくさんの

人に来場いただいて本当に良かったと思います。

ロータリー27年いましたが、今回はとてもいい勉

強をしました。ロータリアンは1分の1で活動する

べきであってそれが10人なら10分の10、39人いれ


