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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　　

出席　　会員数　　３6　　　出席数　　21
欠席　　欠席数　　15　　　（％）　  58.33
前々回確定　　　　　　　　　欠席数 　  3
修正（％）　 　   91.67　　　  （Ｍ・Ｕ）      9

出席率

スマイルスマイル 30,０００円

ガバナーの公式訪問がありますので、ぜひ次年度はき
ちっと自信をもって歌っていただければと思います。１年
間たいへんありがとうございました。

米山記念奨学生　朴　秀昡さん

　大学が夏休みになった
らできるだけ出席して、いろ
いろなお話を聞いて学んで
いきたいと思います。どうぞ
よろしくお願いいたします。

北村　保　会員

　４月に入会した北村です。
ずっと出席していきたいと
思いますのでどうぞよろし
くお願いいたします。
 

吉川公夫会員

　事業の方で職域が拡大
しさまざまな問題に取り組
み、多数の研修に時間がさ
かれています。来年度も出
席免除でやむを得ないとき
には欠席になりますが、な
るべく出席したいと思いますのでどうぞよろしくお願い
いたします。

村岡武仁会員

　私個人では古参の会員
になってきましたが、昼夜
をとわずせわしなくて、これ
からも失礼することもある
かもしれませんが、来年度
もよろしくお願いいたします。

井上　清　会員
　いちばん年長ですが、こ
このところ休まずになんと
か来ております。これからも
よろしくお願いいたします。

岡野晴光会員
　順天堂大学病院にまた3
週間入院して、ようやく退
院しなんとか生活しており
ます。7月からできるだけ出
席していきたいと思います。

齋藤重美会員
　例会の出席というのは、
さまざまな職域の方の違う
考え方に触れることです。
これからも刺激を与えてい
ただくため出席いたします。

萩原　修　会員
　今年はがんばって出席
率を80％台にのせること
ができました。次年度はも
うちょっと出られるようにし
ていきたいと思います。

みなさま、一年間ご協力いただきありが
とうございました。
次週の最終例会も、よろしくお願いいた
します。

創立　１９６３年３月１６日

会　長　　関口　和夫
幹　事　　齋藤　哲雄
副会長　　齋藤　博重
副幹事　　久保田　勲
編集責任者・
クラブ広報委員長　　野瀬　将正　　
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会長あいさつ

7月   3日 新旧会長・幹事引継式
　　　　 新任役員挨拶
7月 10日 卓話　ガバナー補佐
　　　　　　　小高　正之様
7月 17日 クラブフォーラム①
　　　　 前年度事業報告、決算報告、
　　　　 事業計画、予算審議
7月 24日 早朝例会　ラジオ体操
　　　　 （例会場・時間変更）
7月 31日 納涼例会
　　　　 （例会場・時間変更）

ビジターゲスト
　米山記念奨学生
　　　　　　朴　秀昡さん
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　皆さん、こんにちは。今月は親睦活動月間です。共通の趣味を持つ
ロータリアン同志の国境を超えた親睦の大切さを認識して、そのよう
な親睦活動への参加、理解を促すための月間です。
　「ロータリーの友」の6月号が届いていますが、親睦活動月間、フォ
トコンテスト、ポリオ撲滅の歴史についてと、大変内容が豊富です。
今日は「ロータリーの友」の歴史について、調べてみました。ロータ
リージャパンのホームページによりますと1952年に日本は第60地区と
して全国が一つの地区とされていました。1952-53年度より日本の地
区は、東日本と西日本の2地区に分割されることになり、1952年4月の
地区大会で日本の2地区で共通の雑誌を発行することが決定されました。
これまで共に活動してきた日本のロータリアンが、分割されてからも
緊密に連絡を取り合い、情報を共有するための機関紙として企画され
ました。1953年の1月から発行され、名前を「ロータリーの友」とさ
れました。創刊号の表紙には富士山が選ばれました。葛飾北斎の「凱
風快晴」で、1月号から6月号まで、絵柄は同じものでした。当初は
3,300部の発行で、毎月同じ絵柄の表紙とはいうものの、それぞれの色
が違っていて、当時のカラー印刷の技術が進んでいなかったことによ
るようです。
　最初、横書きでスタートした「ロータリーの友」は、その後、俳壇、
歌壇など、横組みでは具合いの悪い欄が始まり、これらを縦書きでい
れることになりました。ページを開いていくと、横書きの中に、突然
縦書きのページが出てきて読みにくいと言う読者の声を受けて、1972
（昭和47）年1月号から、左に開けると横書き、右に開くと縦書きの現
在のような雑誌の形態になりました。1977年、標準ロータリークラブ
定款第10条（現14条）の改訂に伴い、公式地域雑誌（現ロータリー地
域雑誌）の規定が設けられました。これにより、ロータリアンは、国
際ロータリー（RI）の機関紙「The Rotarian」だけでなく、RIがして
いした公式地域雑誌を購読することで会員としての義務を果たすこと
が出来るようになりました。「ロータリーの友」は、1979年7月号か
ら1年間の試験期間を経て、1980年7月号からRI公式地域雑誌になりま
した。公式地域雑誌の要件はいろいろと定められており、また時代と
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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

AGEO ROTARY CLUB
院と家とを行き来しましたが、今では自宅で、子供が運
転する車に乗って買い物に行くまでに回復しました。先
ほども申しましたように今夜の委員会はアンケートなど
も用意しましたので、よろしくお願いいたします。

プログラム委員会　樋口雅之委員長

　思い返すと１年前。年間のプログラムを打ち合わせさ
せていただきました際に、「卓話」とだけ書かれて詳細が
決まっていない週は私にとってプレッシャーに感じられ
ました。この週を、皆さんにとって魅力のある、聞いてた
めになるような卓話にするにはどうしたらいいかと苦労
したことを思い返します。無事に企画・卓話が行えたこと
は皆様のおかげだなぁと感謝しています。

クラブ広報委員会　野瀬将正委員長

　週報、ホームページ更新、
地区との連携、『あぴお』
『ロータリーの友』掲載な
ど計画通りに実施できまし
た。反省としては、広報の仕
事として委員全員で何かを
行うのは難しかったので、ぜひ次年度は作業を分担して
みんなで広報の意識をもっていただければと思います。

ロータリー財団委員会　島村　健委員長

　財団委員会といたしまし
ては、おかげさまで皆様の
ご協力により、なんとか寄
付が目標の１００％を今月
達成することができました。
ありがとうございました。地
区の委員会から卓話もいただきまして、ほぼ予定通りで
す。ロータリーカードについては入会促進が少々できま
せんでしたので次年度以降、よろしくお願いいたします。

　ご存じのように“米山”と
いうのは日本独自のロータ
リーにおける活動で、基本
は会員の皆様からの寄付
によって成り立ち、世界各
国の学生さんたちの支援
 

米山記念奨学委員会　名取　勝委員長

　経験の浅い私がＳＡＡと
いう役目を仰せつかり、わ
からないことだらけでした
が、手さぐりで辞書をひくよ
うにパスト会長に教えてい
ただきながらここまでやっ
て参りました。なんとか例会の形にはできたのかなあと
思います。最終例会ではプログラム委員会さん、親睦活
動委員会さんと連携して有終の美を飾りたいと思いま
すのでみなさまどうぞご協力のほどお願い申し上げます。

宇多村海児会員ＳＡＡ

会長会　大塚信郎パストガバナー

　相談されて困るのが会
長会ですが、今年は一切の
相談がなかったので、関口
会長はとてもスムーズに立
派な運営をされたと思いま
す。個人的には地区で国際
奉仕・職業奉仕・社会奉仕の３部門を合同して奉仕プロ
ジェクトの担当諮問を行ったので非常に疲れました。来
年は青少年部門の担当諮問を行います。引き続きご協
力のほどよろしくお願いいたします。
クラブ研修リーダー　尾花正明パスト会長

　情報委員会の大塚崇行
委員長と一緒に活動をさ
せていただきました。今年
度は２度の情報委員会を
開催してロータリーの基本
的なことから始まり、奉仕
に対する考え方を勉強させていただきました。
　クラブ研修リーダーとはどのような役目かというと、み
んなの憎まれ役をかうことだと思います。当クラブの例
会でとても気になっていることは国歌とロータリーソン
グの声が小さいということです。他のクラブではしっかり
声をだして歌っています。当クラブでは三井田パスト会
長がいた頃に歌唱練習をしたことがあります。これから

をしていくものです。今年は目標額以上の金額が集まり
ました。いろいろな方にご協力いただきましたことを感
謝し、御礼を申し上げます。ありがとうございました。
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幹　事　報　告
齋藤　哲雄幹事

委　員　長　報　告
出席委員会　渡邉　清委員長

　みなさんこんにちは。
◆本日、臨時理事会を開催
させていただきます。
◆先週の理事会議事録が
理事の方のお手元に届い
ていると思いますので、ご
一読をお願いいたします。
◆6月26日（木）、最終例会ですが、みなさまにFAXでご
案内させていただきました。
◆6月8日（日）、陸上自衛隊大宮駐屯地の創立57周年
記念行事が行われました。お礼状が届いておりますこと
をご報告いたします。
◆次年度がらみになりますが、国際奉仕の参加のお願
いが届いています。当クラブは2014-15年度国際奉仕
プロジェクト実施として、フィリピンのバレンズエラ市内
赤十字にレスキュー器具を寄贈したいと予定しております。
◆会員同士の連絡先についてもう一度確認をさせてい
ただきたいので回覧をお願いいたします。
　以上で幹事報告とさせていただきます。

例　会　主　題
一年を顧みて

　みなさんこんにちは。本
日6月19日夜、18:30より
出席委員会を奥州仙台家
で開催いたします。17名の
方が参加予定になってい
ます。どうぞよろしくお願い
いたします。

ともに多少変化しています。要件の一つに「毎年、
年度の始まる7月号の表紙には、国際ロータリー（
RI）会長の写真を掲載する」ということがあり、
1979年7月号がRI会長の写真を掲載した最初の表紙
となります。今後は、電子版の発行も進められてい
ます。皆さんも、もう一度「ロータリーの友」を読
み直し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。

次年度プログラム委員会　宇多村海児委員長

　7月24日（木）早朝例会
のご案内です。6:15に上平
公園駐車場に集合をお願
いいたします。また当日は
早朝例会後、9時より鴻巣
カントリークラブで上尾ロ
ータリークラブ親睦ゴルフコンペを開催いたします。9時
27分スタートです。7月3日までに出欠のご回答をいた
だければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

次年度親睦活動委員会　樋口雅之委員長

　7月31日（木）は納涼例
会として、都内の屋形船を
企画いたしました。17時上
尾駅東口集合、バスで都内
に行き、約２時間半の屋形
船で夜景を観賞しながら
食べ放題・飲み放題を楽しみます。7月10日までに出欠
のご回答をいただきたく、お願い申し上げます。

クラブ奉仕委員会　久保田勲委員長

　他のロータリークラブの
例会に参加してみて良かっ
たところと、当クラブが今ま
で築き上げてきた礎を大
切に考えながら、来年はい
ろいろと進めていきたいな
ぁと思っています。
　今年は副幹事ということで、幹事のたいへんなところ
をみて勉強させていただきました。次年度１年間、幹事
になりますが、皆様方にご協力いただかないとできない
と思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

出席委員会　渡邉　清委員長

　みなさま方には例会や行事に参加いただきありがと
うございました。心より御礼申し上げます。と申しながら、
私は家庭の事情であまり参加できなかったことをお詫
び申し上げます。昨年7月から家族が闘病生活になり病


