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来賓あいさつ

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
上尾ロータリークラブ名誉会員
　　 上尾市長　島村　穰様

国際ロータリー 第2770地区
　大宮中央ロータリークラブ
　川口南ロータリークラブ
　越谷ロータリークラブ
　　　　　　　　　 の皆様
　

新旧会長・幹事
　　　 引継式
上尾ロータリークラブ
第52代会長　齋藤　博重
　　　 幹事　久保田　勲

週　報　　Ｎｏ．2003
発　行　　２０１4年  7月 10日 　皆さま、こんにちは。上尾ロー

タリークラブ新年度の初例会とい
うことでご案内をいただき、例会
に参加させていただきました。開
会にあたりまして儀式があり、ロ
ータリークラブとは歯車が常に回
転し、皆さまが和をもって奉仕の
心でいろいろと事業に取り組んで
いただいている、その素晴らしさをいま垣間見させていただいたとこ
ろでございます。
　昨年の小学校の卒業式で私がいわゆる「思いやり算」という言葉を
申し上げました。「たす」とは「助けあうこと」、大きな力になると
いうことです。「ひく」とは「引き受ける」こと、いわゆる喜びが生
まれるということです。「かける」とは「声をかける」とひとつにな
れるという意味です。「わる」は「労わる」と笑顔をおくってくれる
ことです。まさにロータリークラブの皆さまは常にこの思いやり算を
実践され、多くの笑顔あふれる国にするために思いやり、そして奉仕
の心で活動していただいていると思います。ロータリーの皆様方は世
界を股にかけ本当に素晴らしく歯車が回転していろいろな事業にご発
展・ご協力いただいているということで改めて御礼申し上げます。そ
して皆様方は慈善事業にご協力いただいているところでございます。
上尾市におきましてもいろいろな形の中で福祉関係、そして3.11東日
本大震災の中にもロータリーの皆様方にはたいへんなご尽力をいただ
いたところで改めて感謝を申し上げる次第です。
　今日は新しく齋藤様が会長になられたということで、ぜひ皆様方が
齋藤会長を軸として、大きく回転していただく、そしてその回転がも
っと拡がり、ロータリークラブのますますのご発展ご繁栄を心からご
祈念させていただきまして私からの挨拶とさせていただきたいと思い
ます。誠におめでとうございます。
 

第２548回　例会
２０１4 . 7. 3

上尾ロータリークラブ名誉会員 上尾市長　島村 穰様
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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　　

ビジターゲスト
大宮中央ロータリークラブ会長
大宮中央ロータリークラブ直前会長
大宮中央ロータリークラブ副会長
大宮中央ロータリークラブ副会長
大宮中央ロータリークラブ幹事
大宮中央ロータリークラブ会計
大宮中央ロータリークラブＳＡＡ
大宮中央ロータリークラブクラブ奉仕委員長
大宮中央ロータリークラブ職業奉仕委員長
大宮中央ロータリークラブ社会奉仕委員長
大宮中央ロータリークラブ青少年奉仕委員長
大宮中央ロータリークラブ会員増強委員長

長谷川政功様
熊木　広光様
林　　正憲様
阿由葉晃市様
守屋　　実様
泉　　英明様
深田　将由様
町田　宏遠様
御畑　博司様
佐野　　巌様
鈴木　真琴様
品川喜久郎様

☆　☆　☆　☆　☆　☆　☆　☆　☆　☆　☆　☆　☆　☆　☆　☆　☆　☆　☆　☆　☆　☆

☆　☆　☆　☆　☆　☆　☆　☆　☆　☆　☆　☆　☆　☆　☆　☆　☆　☆　☆　☆　☆　☆

大宮中央ロータリークラブ親睦委員長
大宮中央ロータリークラブ親睦副委員長
大宮中央ロータリークラブ親睦委員
大宮中央ロータリークラブ青少年交換委員長
大宮中央ロータリークラブ職業奉仕委員会
大宮中央ロータリークラブ職業奉仕委員会
大宮中央ロータリークラブ副幹事
大宮中央ロータリークラブパスト会長
川口南ロータリークラブ直前会長
川口南ロータリークラブ
川口南ロータリークラブパスト会長
越谷ロータリークラブ

中園　新一様
小沼　岳司様
入江　信仁様
山田　光輝様
川西　英章様
柏木　英太様
関野　修一様
切敷　健一様
国武　　充様
安倍　和夫様
中島　達哉様
丹田　益生様

出席　　会員数　　３5　　　出席数　　29
欠席　　欠席数　　  6　　　（％）　  82.86
前々回確定　　　　　　　　　欠席数 　  2
修正（％）　 　   94.44　　　  （Ｍ・Ｕ）     13

出席率

スマイルスマイル ８８,０００円

一年間どうぞよろしくお願いいたします。

川口南ロータリークラブ直前会長　国武　充様
　齋藤会長は49歳という
ことで、私はいま50歳なの
で１歳年下になるようです。
第11・12グループでクラブ
フィフティという50歳以下
のロータリアンが集まる意
見交換の場がありますので、ぜひ一度ゲストで来ていた
だければと思います。５０周年を越えるクラブの会長さ
んはとても責任が重くて一年間大変なのだろうなぁと思
いますが、終わってみると意外と早いものですので一年
間頑張っていただきたいと思います。

越谷ロータリークラブ　丹田益生様
　昨年度、越谷ＲＣで私は
会員増強委員長の任命を
いただき、コツコツと動いた
結果、純増６名ができまし
た。
　会長・幹事様におけまし
てはお忙しいと思いますがぜひ健康に留意して一年間
頑張っていただければと思います。

●直前会長　　　　　　　　　　　　関口　和夫
●副会長　　　　　　　　　　　　　齋藤　哲雄
●会計　　　　　　　　　　　　　　大木　保司
●ＳＡＡ　　　　　　　　　　　　　  野瀬　将正
●副幹事　クラブ奉仕委員会委員長　  藤村　　作
●出席委員会委員長　　　　　　　　富永　　建
　10/16ガバナー公式訪問、3/16上尾RC創立記念日
　の２回、１００％例会を実施したいと思います。
●親睦活動委員会委員長　　　　　　樋口　雅之
●プログラム委員会委員長　　　　　　宇多村海児
　会員同士の人生を語って絆を太くする趣旨のプログ
　ラムを組んでいきたいと思います。
●ホビー委員会委員長　　　　　　　斎藤　修弘
●会員増強維持委員会委員長　　　　大塚　崇行
　５名の純増を目標に掲げ実現できるよう努めます。
●ロータリー情報委員会委員　　　　名取　　勝
●クラブ広報委員会委員長　　　　　長沼　大策
●職業奉仕委員会委員長　　　　　　須田　悦正
●青少年奉仕委員会委員長　　　　　深澤　圭司
●ロータリー財団委員会委員長　　　関口　和夫
●米山記念奨学委員会委員長　　　　島村　　健

例会主題　新役員挨拶

AGEO ROTARY CLUB

幹　事　報　告
久保田　勲幹事

齋藤　博重会長

　皆さんこんにちは。本日
は多くの皆様を迎えながら
齋藤年度を船出できるのも
皆様のおかげと感謝申し
上げます。齋藤年度は、当
クラブ52年の伝統と歴史
を継承しつつ新しい取り組みもしていければと齋藤会
長から聞いていますので、他のクラブや地区からいろい
ろな新しいものを吸収して一年間やっていければと思っ
ています。また島村市長が仰っていたように、思いやりと
気配りをもって効果的な機能運営をできるよう努力して
いく所存でございますので会員もとより多くの皆様の絶
大なるご協力を賜れればと思いますので一年間どうぞ
よろしくお願いいたします。
それでは幹事報告に進めていきます。
◆本日、年度計画書を配りましたが、誤字脱字はないと
思いますが、もしも気づいたことがありましたらご一報
いただければと思います。
◆会費納入のお願いです。前期の会費を7月31日まで
に納入されますよう会員皆様にお願い申し上げます。

会長あいさつ
　本日は、上尾ロータリー
クラブ２０１４-２０１５年
度の初例会に当クラブの
名誉会員でもあります上尾
市長　島村穰様をはじめ、
各地ロータリークラブの多
くの会員の皆様においで頂きまして誠に有難うございま
す。心より感謝申し上げます。
　さて、２０１４-２０１５年度ゲイリーＣ．ＫホァンＲＩ会
長は、ロータリーに輝きを「Ｌｉｇｈｔ　Ｕｐ　Ｒｏｔａｒｙ」
を国際ロータリーテーマに掲げ、ロウソクを灯すのがロ
ータリーです。私が１本、あなたが１本、こうして１２０万
人の会員全員がロウソクを灯しましょう。力を合わせれ
ば世界を光で輝かせることが出来るのですと述べまし
た。また、それぞれの地域で「ロータリーデー」を実施し
たり、地元ローターアクトやインターアクトのメンバーと
一緒に奉仕プロジェクトを実施することで、クラブが「ロ
ータリーに輝き」をもたらすとおっしゃっております。
　また、第２７７０地区濱野英美ガバナーは、地区活動
方針として「ロータリーは人づくり　そして奉仕」地区運
営方針として「ロータリーの原点に戻ろう」と掲げております。
　そして、活動重点目標を①会員増強（特に若い会員、
女性会員） ②財団目標のポリオ撲滅への支援 ③青少
年奉仕活動への支援（ロータリーデーの活用） ④人づ
くりのための育成支援（職業奉仕の理解と実践） ⑤ＲＩ
戦略計画の理解と実施としております。
　当クラブは、重点目標達成に向けて活動するともに、
新たな社会奉仕事業の実施、青少年奉仕活動への支
援を積極的に行いたいと思います。
　また、当クラブの財産である会員お一人お一人に焦
点を当てて「自分史」というテーマのもと、卓話の機会を
設け、自らを振り返って頂くとともに、これまでの人生を
仲間に伝えることによって、会員同士の距離が縮まり深
い絆を構築出来ると考えております。
　感動が人間を動かし、出逢いが人間を変えてゆくん
だと思います。
　皆様のご協力を賜りまして、そのような例会を開催す
ることによって魅力ある例会そして、会員増強にも繋げ
て行ければと思います。
　本年は、私の人生におきまして２０数年来考えている

深い年であります。
　現在、私は４９才で来年の１月２７日で５０才になりま
すが、父が４９才１０ヶ月で他界しており、２０代の頃か
ら自分自身の人生を４９年と思って生きてまいりました。
　４年前に島村パスト会長より島村年度の幹事の依頼
を受けた時も計算しましたら４９才に会長にならなくて
はならないと思い、即答出来なかったことを覚えており
ます。
　しかし、ご指名を頂いたことに感謝をして出来る限り
島村会長にそして上尾ロータリークラブの為にと活動し
たことで自分にも変化があったと思います。
　昨年には、上尾ロータリークラブの会長をまっとうす
るために埼玉県トラック協会の理事と埼玉中央青年会
議所のシニア会の会長も退任しました。
　しかし、来年の１月の誕生日を迎えるまでは不安であ
ることは確かです。
　そんな心境の中で活動する一年になりますが、久保
田幹事と共に上尾ロータリークラブの為に、そして地域
の為に誠心誠意活動していきます。
一年間宜しくお願い致します。ありがとうございました。

AGEO ROTARY CLUB

委　員　長　報　告
親睦活動委員会　樋口雅之委員長

　7月31日の納涼例会の
出欠確認締め切りは7月
10日になっていますので、
ぜひお早目のご返答をお
願いいたします。

◆青少年交換派遣学生スポンサークラブということで、
会長ならびにカウンセラーホストファミリー様に、青少
年交換委員会から7月20日午後に関係者会議が行わ
れます。青少年交換委員会には諮問委員に大塚信郎パ
ストガバナー、委員長に大塚崇行パスト会長を輩出して
いますので、よろしくお願いいたします。
◆今月はロータリー財団部門セミナーということで、７
月21日に財団セミナーがございます。会長、会長エレク
ト、私と、関口財団委員長の出席予定になっています。
◆青少年奉仕部門セミナーが7月12日にプラザイースト
で開催されます。会長と深澤青少年奉仕委員会委員長
が出席予定となっています。
◆日本赤十字社から、献血、助け合いの集いということ
で案内が届いています。こちらは会長が出席予定です。
◆ロータリーの友　電子版のご案内です。ロータリーの
友のホームページで閲覧ができますのでご一読いただ
ければと思います。
◆７月度は「親睦の夏」と題しまして、早朝例会、親睦ゴ
ルフ、納涼例会と目白押しです。ぜひ多くの会員の皆様
にご参加いただき、親睦と、会員同士の絆を深めて進め
ていきたいと思っておりますので皆様方のご出席を切
にお願いしたいと思います。
以上で幹事報告とさせていただきます。一年間、よろしく
お願いいたします。

米山記念奨学委員会　島村　健委員長
　早速本日、大塚信郎パス
トガバナーより寄付をいた
だきました。昨年は財団で
お世話にありましたが、今
年は米山ということで会員
の皆様にはたいへんお世
話になりますがどうぞよろしくお願いいたします。

ロータリー財団委員会　関口和夫委員長
　大塚信郎パストガバナー
より初例会につき寄付をい
ただきました。たいへんあ
りがとうございます。皆様に
もご協力のお願いをすると
思いますのでどうぞよろし
くお願いいたします。

ビ ジ タ ー あ い さ つ
大宮中央ロータリークラブ会長　長谷川政功様
　私、長嶋茂雄が大好きな
のですが、長嶋茂雄がすご
く尊敬しているのがイチロ
ーなんです。若い人を尊敬
するというのはすごいこと
だと思うんですね。私ども
のクラブでも阿由葉パスト会長が上尾ＲＣの中でいち
ばん最初に紹介してくれたのが齋藤博重会長なんです
ね。「長谷川、まっすぐでいい男がいるから紹介する」と
紹介されました。それで２～３年前、齋藤さん、久保田さ
んと一緒にダイビングに行きました。私から見ても齋藤
博重会長はまっすぐでいい男だと思います。
大宮中央ロータリークラブ直前会長　熊木広光様
　今年度、第3グループか
らは濱野ガバナーがでて
おります。大宮中央ＲＣか
ら星野会員がガバナー補
佐を承っていて、この一年、
なにかと忙しいクラブにな
るかなと思っています。そして地区大会の記念ゴルフ大
会の主幹もいただいており、大宮ＲＣ林副会長が実行
委員長という形で準備させていただいております。上尾
ＲＣの皆様にはいろいろとご協力いただくことがあると
思いますのでぜひよろしくお願いいたします。
　なお私の年度で、ブラジルからエミリー・メグミ・ナカ
ジマという交換留学生が来ておりました。そして松本怜
己という派遣生がブラジルに行っていまして、大塚青少
年交換委員長にたいへんお世話になりました。また帰っ
てくる松本もいろいろとお世話いただく形になると思い
ますのでどうぞよろしくお願いいたします。


