
Ａｇ
ｅｏ Ｒ

ｏｔａｒｙ Ｃｌｕｂ  Ａｇｅｏ Ｒｏｔａｒｙ Ｃ
ｌｕｂ

例会日　毎週木曜日　12：30～13：30
例会場　東武バンケットホール４F（ポリアス）

事務所　　〒362-0035　埼玉県上尾市仲町1-8-31　新和エクセルビル303
ＴＥＬ/ＦＡＸ　048-775-7788　　

次年度計画のご披露、ありがとうございまし
た。地区、当クラブの活動により
ロータリークラブの知名度を高め
会員を増強させ、事業を成功させましょう！

ご協力をよろしくお願いいたします。

出席　　会員数　　３6　　　出席数　　23
欠席　　欠席数　　13　　　（％）　  63.89
前々回確定　　　　　　　　　欠席数 　  2
修正（％）　 　   94.44　　　  （Ｍ・Ｕ）      7

出席率

次年度社会奉仕委員長予定者　古賀 昇会員
　私がほかの団体にいた
頃、ユニセフさんに古切手
と、当時はトレカ等を集め
ると、収集家が買い取って
くれるシステムがありまし
た。そちらを集めて、ユニセ
フから表彰状をいただいたことがあります。なのでまず
次年度は古切手回収事業を行いたいと思います。
　それとエコキャップの回収についても今まで以上に
活動をしていきたいと思い、聖学院大学さんのボランテ
ィア活動に積極的な委員会の先生とお話しをして、学生
にもエコキャップ収集に協力いただくことと、献血も上
尾駅前だけでなく、聖学院大学キャンパスでも行うこと
で了承をいただいています。献血では１６歳以上から大
丈夫だということで上尾高校さんをはじめ市内の高校
にも協力をお願いしたいと考えています。
　社会奉仕に貢献しながら、上尾ＲＣの知名度が高め
られるような事業を行いたいと思っておりますので、よろ
しくお願いいたします。

次年度地区青少年交換委員長予定者　大塚崇行会員　
　地区の青少年交換委員
長を務めさせていただきま
す。いま幹事ということで書
類等を作成しています。当
クラブからは島村パスト会
長のお嬢さんがアメリカ・
フロリダ州に留学するなど、第2770地区では21名が日

次年度地区青少年交換委員会委員予定者　星野晃一郎様
　ただいまご紹介いただい
た星野でございます。私も
今から20年以上前にこの
プログラムでメキシコに留
学した経験者です。いま青
少年交換委員会の委員に
なってみると、まるで自分の故郷に帰ってきたような委
員会だと感じています。日頃は上尾ＲＣの大塚委員長と
樋口委員にたいへんお世話になっております。次年度は
上尾ＲＣ島村パスト会長のお嬢さんと、来日してくる学
生の両方を担当することになっていて、ご挨拶にお訪ね
した次第です。どうぞよろしくお願いいたします。

本から海外へ留学し、来日学生は今のところ18名を予
定しています。18名という人数は、前にもお話ししたよう
に、国内の地区の中ではいちばん多く受け入れています。
　本日のお越しの大宮ＲＣ・星野さんは地区青少年交
換委員会委員ということでフロリダ州とアリゾナ州を担
当してもらいます。
　私はスウェーデンの方とやりとりをしていて、来日して
くる女子学生は川口ＲＣさんが受け入れてくださること
になっています。
　せっかくですので星野さんいも一言ご挨拶をいただ
ければと思います。

３５,０００円スマイルスマイル
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6月 12日 卓話 上尾高校
　　　　 インターアクト部
　　　　 訪韓団 報告
6月 19日 クラブフォーラム
　　　　 卓話 各委員長
6月 26日 最終例会

ビジターゲスト
国際ロータリー第2770地区
青少年交換委員会（2014-15）
  　　　 委員  星野晃一郎様

週　報　　Ｎｏ．1998
発　行　　２０１4年  6月  5日

　皆さん、こんにちは。会長挨拶をさせて頂きます。本日は、次年度
第2770地区青少年交換委員会委員星野晃一郎様ようこそお出で頂きあ
りがとうございます。本日は「上尾ロータリークラブ定款」、「上尾
ロータリークラブ細則」の変更についての臨時総会をこの後致します。
皆様よろしくお願いします。
2014年1月のRI理事会で「ロータリーの行動規範」が改訂されました。
内容は、次のとおりです。
　　　　　　　ロータリーの行動規範
ロータリアンとして、私は以下のように行動する。
1.個人として、また事業において、高潔さと高い倫理基準をもって行動する。
2.取引のすべてにおいて公正に努め、相手とその職業に対して尊重の念をも
　って接する。
3.自分の職業スキルを生かして、若い人びとを導き、特別なニーズを抱える
　人びとを助け、地域社会や世界中の人びとの生活の質を高める。
4.ロータリーやほかのロータリアンの評判を落とすような言動は避ける。
5.事業や職業における特典を、ほかのロータリアンに求めない。
2013年手続要覧の63ページには、以前の行動規範が載っています。ご
確認下さい。
　RIのニュースに、ロータリーが米国平和部隊と協力合意をしたニュ
ースがありました。ロータリーが平和部隊と、フィリピン、タイ、ト
ーゴで国際開発とボランティア奉仕を推進する上で、1年間の試験的プ
ログラムを実施するというものです。このニュースから、平和部隊に
ついて調べてみました。ウィキペディアによりますと、平和部隊は
1961年に、ケネディ大統領により設立されました。1961年の誕生か
ら2013年までに、21万人を超えるアメリカ市民が参加しています。派
遣国は139ケ国に上ります。日本の青年海外協力隊は政府開発援助（
ODA）の一環として独立行政法人国際協力機構（JICA）が実施する海
外ボランティア派遣制度ですが、平和部隊は政府内の独立した事業で
ボランティアの志願や途上国への寄付を集めています。志願として、
ボーイスカウトに近い精神で行われているようです。皆さんも、RIの
ニュースを、ご覧になって頂きたいと思います。
　以上をもちまして、会長挨拶とさせて頂きます。

第２543回　例会
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関口　和夫会長

ロータリーを実践し みんなに豊かな人生を
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幹　事　報　告
久保田 勲 副幹事

結婚・誕生祝い

臨　時　総　会
関口　和夫会長

ご結婚記念日　おめでとうございます！

お誕生日　おめでとうございます！

　みなさんこんにちは。本
日は齋藤幹事のかわりに
報告させていただきます。
◆韓国の沈没船事故のお
見舞いということで、地区
からご協力のお願いがきて
おります。会員１人につき1,000円を想定ということで、
すでに事務局より振込をさせていただきました。それに
加え会員の中で大口でお見舞いのご協力をしたいとい
う方がいらっしゃいましたらぜひ事務局へご連絡いた
だきたくお願い申し上げます。以上です。

　先週皆様にご案内させていただきましたように、上尾
ＲＣの定款・細則について、ホームページ上で変更箇所
に赤いアンダーラインを引かせていただきました。各テ
ーブルにも変更された文書を置かせていただいていま
す。定款でのいちばん大きな違いは「衛星クラブ」という
形体があるということと、五大奉仕の「青少年奉仕」の名
称です。細則では、やはり「青少年奉仕」という名称と、い
くつかの言葉が変更になっています。この変更について
ご意見はありますでしょうか？　　　ないということで、
本日皆様のご承認をいただければと思います。（拍手多
数）それでは提示のように変更させていただければと思
います。臨時総会は以上で閉会にさせていただきます。

武重　秀雄会員
　私が結婚しましたのは今から51年前の5月5日でご
ざいます。もう金婚式は過ぎてしまったのですが、家内
は77歳、子供は５人。長女はミラノに住んでいて、長男は
跡継ぎです。次女、三女も結婚しています。孫は７人いま
す。夫婦４組・8人がかりで7人とはなんだと言っている
次第です。私が結婚した頃は、大学の主任教授に仲人
をしてもらう時代で、医局員が結婚するシーズンは式場
選びと教授の都合をきいてまわっていました。
50年過ぎてあとどれくらい頑張れるかわかりませんが、
皆さんどうぞよろしくお願いいたします。

小林　邦彦会員
　結婚記念日に花束をいただきありがとうございます。
35回目になりました。例年は家に飾られている花を見て、
結婚記念日だと知ったのですが、今年はたまたま私が
家にいて花束を受け取りました。直接花束を受け取ると、
なにかプレッシャーのようなものを感じた一日でした。
今後ともよろしくお願いいたします。
齋藤 博重副会長

　お祝いの花束をいただきありがとうございました。平
成3年5月5日に結婚しまして、23年の月日が経ちました。
子供はいま大学3年生の娘と、高校2年生の息子といこ
とで、もう少し頑張らないといけないなぁと思う年頃で
すのでもうひと踏ん張りしたいと思います。家族円満で
生活していまして、また来年もこのような日が迎えられる
よう頑張りたいと思います。今後ともよろしくお願いいた
します。

武重会員、小林会員、齋藤博重副会長、野瀬会員

神田会員、深澤会員

深澤　圭司会員
　今日で48歳になりました。わたくし、60年に一度であ
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る丙午の生まれでございます。今年は公私ともにあまり
暴走しないように、皆様から正しい道へご指導を受けて、
素晴らしいロータリアンになろうと今日誓いました。定
款と細則が変わりましたので私も新たな気持ちで頑張
ろうと思いますので引き続きご指導ご鞭撻のほどお願
いいたします。

次年度会長予定者　齋藤博重副会長

いのが現状です。委員会活動についていま一度クラブ
内で協議をして充実させていただければ、新たな活性
化につながるのではないかなぁと考えています。
　そのような中で、特に親睦活動につきましても特に大
切なパートだなぁと思いまして、樋口親睦活動委員長予
定者と話しまして、会員の皆さんが楽しめるような、皆さ
んと親睦がはかれるような企画で、新たな関係が築ける
ような事業を考えていきます。
　また社会奉仕の方でやりたかったことで、古切手の収
集です。古賀委員長予定者が内容に詳しくて、古切手を
集めて車椅子を贈呈できるような事業を行い皆さんに
ご協力いただけたらいいなぁと考えています。今行って
いるペットボトルキャップ回収事業も、より充実させるべ
く、水面下で古賀委員長予定者が一生懸命動いていた
だいていて、米山記念奨学生でお世話になっている聖
学院大学ともお話しさせていただきご協力いただける
運びになりつつあります。
　国際奉仕につきましても、いま地区の補助金を申請さ
せていただいて、フィリピンへの支援事業の企画を考え
ています。また姉妹クラブの締結も準備できたらいいな
ぁと考えています。
　定款・細則の変更にあったように新世代奉仕委員会
は「青少年奉仕委員会」になり、島村パスト会長のお嬢
さんが留学するのと交換で私どものクラブにも来日学
生が派遣されてくるということで、そちらの活動も一生懸
命やっていきたいと思い、皆さんにもご協力いただけれ
ばと思います。
　また大宮中央ＲＣと上尾西ＲＣの会長さんが合同例
会を行いたいとお話しをいただいていて、まだ具体的に
は決まっていませんが、交流できる例会も考えていきた
いと思います。
　会員増強に関して、一年を通して皆さんにご協力いた
だいて増強につなげていきたいなと思います。

次年度幹事予定者　久保田勲副幹事
　次年度幹事予定者の抱負ということで、次年度委員
長予定者精鋭で打ち合わせを行ったのですが、会長と
幹事の連携がしっかりしていかないといいクラブになら
ないし、会員拡大につながっていかないのかなと思いま
す。ぜひ会員を増強して次年度がおわる頃には大勢の
増員があるクラブにしたいなと思いますので、皆様方の
 

例会主題　クラブフォーラム
次年度計画について

　次年度2014-15年度の
会長を仰せつかることにな
りました齋藤博重でござい
ます。よろしくお願いいたし
ます。地区研修・協議会に
ご参加いただいた方はご
存じのように、ＲＩ会長はゲーリーC.K.ホァンさんという
台湾・台北ＲＣの方でございます。「ロータリーに輝きを
～Light Up Rotary～」というテーマを掲げられていま
す。地区ガバナーは大宮シティＲＣ在籍の濱野英美様で
「ロータリーは人づくり　そして奉仕」という活動方針を
述べられていまして、「ロータリーの原点に戻ろう」とい
う運営方針を掲げられています。次年度、上尾ＲＣも、Ｒ
Ｉテーマ、地区の方針のもとに動いていくわけです。私は
当クラブに在籍10年目になるところで、上尾ＲＣは昨年
5０周年を迎えたように歴史のあるクラブで、他のクラブ
からも注目されていると実感した年を過ごしました。そ
のような中、私が次年度会長を務めさせていただくにあ
たり、まず考えさせていただきましたのが、永年在籍さ
れた先輩方の歴史観や教訓をなかなかお聞きする機会
がないのがもったいないなぁと常々思っておりまして、ま
ずは卓話の時間を利用させていただいて先輩方の今ま
での自分史・人生訓を会員の前で披露していただいて、
若い世代の会員に何か刺激を与えてくださればというこ
とです。またそのような機会を設けることにより先輩方も
ご自身の歴史を振り返るのではないかなぁと考えており
ます。皆さまにはお力添えを賜ることになりますが、ぜひ
ともよろしくお願いいたします。
　各委員会の活動では、委員長さんは活動に従事して
いますが、実際のところ委員会活動の動きはなかなかな


