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本日は月末の夜間例会でございます。本日はテー
マを「出席」としたクラブフォーラムを行います。
ロータリーの三大義務として定款に書いております
が、会費を納めること、出席をすること、ロータリ
ーの友を読むことです。
そして会費と出席に関しては守らなかった場合会
員の剥奪等ペナルティが発生します。定款には厳し
い内容でかかれておりますが、実際の所は少し違っ
てきています。上尾クラブに関わらず他のクラブ変
わってきていると先のガバナー公式訪問でもありま
したが、上尾クラブではどういった形に持っていけ
ばいいのか本日は皆様に出席に関してどう考えてい
るのかそしてどう取り組んでいるのかをお話して頂
きたいと思います。
ロータリーの義務は綱領の15条を見るとそれを読
もうと読むまいとロータリーの入会費と会費を払っ
た時点でその約束を守りますと認めたことになりま
すので、知らなかったとかそんなつもりじゃなかっ
たとかはありえません。
入会したからにはロータリーの約束事を守ってい
くことになります。またそれに関連してですが、例
会を休む時は必ず連絡してほしいです。移動例会等
で各委員長さんが出席人数を把握できなくて苦労を
しております。
今日この場でこの「出席」に関する問題を解決し
ようとは思ってはいません。ただお互いに問題定義
をして意見交換をしながら考えていきたいと思いま
す。本日もよろしくお願いいたします。
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区から500人の参加者を集めようと考えており
ます。国際大会の登録ですが12月までに登録
しますとお安く登録する事が可能です。これ
については産業祭が終わった後、改めてご連
絡させて頂きます。よろしくお願いいたしま
す。

幹事報告
関口和夫幹事
◆11月3日にインターアクト足長募金活動がご
ざいます。午前9時から12時30分まで大宮
西口、さいたま新都心駅、浦和駅西口にて
募金活動行います。皆様のご協力よろしく
お願いいたします。
◆ライラの募集についてチラシをお配りして
おります。是非ともご参加のほどよろしく
お願いいたします。
◆11月5日に上尾、桶川、伊奈の暴力排除地域
安全大会が上尾市文化センター大ホールで
ございます。防犯功労者の表彰とアトラク
ションがございます。整理券が届いており
ますので事務局に言っていただければお渡
し出来ると思います。
◆第2550地区ガバナー事務所より10月25日に
青少年交換留学生の費用として40万円入金
しました。この場をお借りしてご報告させ
て頂きます。

結婚・誕生祝い
結婚祝い 大木保司会員
10月10日に綺麗な
花を送って頂きありが
とうございます。
当日に花束をもらっ
て結婚記念日であるこ
とを思い出しました。
私もロータリーに入って20年になりますが、
だんだんといい味が出てきたのかなと思って
おります。これからも優しく見守って頂けれ
ばと思います。ありがとうございました。

誕生祝い 細野宏道会員
10月6日に結婚祝い
の花束を頂きました。
ありがとうございます
。毎年毎年頂いており
ますが、会長職も終わ
り妻もロータリーに出
る機会が少なくなりました。
父もロータリアンなので夕食の時に良くロ
ータリーの話をします。妻とはあまりロータ
リーの話をしないのですが、この花束がくる
とロータリーから花束がきたねと話題になっ
ております。是非、来年も元気に花束をもら
いたいと思います。

委員長報告
50周年委員会 富永建委員長
前回の例会でも申し
上げましたが、11月
12、13日に上尾産業
祭が開催されます。先
週の理事会で承認され
た事をご報告したいと
思います。
宮古島の物産を607404円仕入れさせて頂い
てこれを物販したいと思います。これにつき
ましては加藤副委員長から当番表を送られて
くると思います。当日は地区大会と日程が重
なっているためお手伝い出来る方が少ない事
が見込まれますので知り合いに声を掛けてお
手伝いをお願いしたいと思います。
国際大会についてですが、大塚パストガバナ
ーが大会の責任者になっておりまして2770地

誕生祝い 齋藤重美会員
10月9日に67歳にな
りました。最近は孫の
運動会等に出向いてい
て久しぶりに学校行っ
て楽しんできました。
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これからも孫を大事にして頑張りたいと思い
ます。本日はありがとうございました。

誕生祝い 関口和夫会員
10月28日が誕生日
で57歳になります。
57歳になり上が見えて
きたなと思います。い
つもこうやって機会が
ありますと運動の話に
なってしましますが、いまテニスを一生懸命
やっておりまして55歳〜60歳までの試合に出
場したりしています。
10年間やってきたのですがここ1年間調子が
上がってきています。まだまだ若い気持ちで
いればなんとかなるかなと思っております。
仕事もそうですが歳をとったと思うのは早い
かなと思いました。本日はありがとうござい
ました。

クラブフォーラム
みなさんこんばんは
、はじめに出席委員長
である私が2週連続お
休みを頂いて大変申し
訳ございませんでした
。来月はしっかりと出
席したいと思います。出席委員会では若い方
とベテランの方の融合を目指しいかに出席率
が高まるか試みているのですが、やはり若い
方の出席がまだまだ足りないのかなと思って
おります。出席委員長として若い方に電話や
メールをして出席率が上がるように努力して
いきたいと思います。ただ力足らずで昨年以
上に出席率が上がらない状況ですので一生懸
命やっていきたいと思います。
私自身も入会して間もなく若い部類に入ると
思いますので、ロータリーの真髄を知るべく
もっともっと勉強していきたいと思っており

加藤佳孝会員
最近、私が感じるは委員会活動が少ないかな
と思っております。以前は先輩に誘われ委員

渡邉清会員
ロータリーの例会は木曜日と決まっています
。不慮の事態は除きますが、別の用事で欠席
するのは避けて欲しいと思います。1ヶ月の予
定は決まっています。また、出席をするしな
いの返答は必ずしてほしいです。よろしくお
願い致します。
富永建会員
ロータリーが楽しいと思えばみんな来ると思
っています。ロータリーが楽しいなと思える
クラブの運営が大事だと思います。
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深澤圭司会員
私は今年度委員長を受け責任を出席に関して
意識が強くなってきました。出席率があがれ
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スマイル
■名取会長 クラブフォーラムよろしくお願い致します
■関口幹事 誕生祝いありがとうございます
■島村副会長 結婚・誕生祝いおめでとうございます
■齋藤博重副幹事 結婚・誕生祝いおめでとうございます
■齋藤重美会員 誕生祝いありがとうございます
■藤木会員 誕生祝いありがとうございます
■大塚パストガバナー 結婚祝いありがとうございます
■大木会員 結婚祝いありがとうございます
富永会員 大木会員 藤村会員 樋口会員 深澤会員 野瀬会員 横山会員
井上会員 宇多村会員 小林会員 齋藤（哲）会員 神田会員 大塚会員
細野会員 村岡会員 渡邉会員 武重会員 尾花会員 岡野会員
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齋藤哲雄会員
私は2年連続SAをやっていたので、習慣的に
例会に参加する感じになっております。お食
事も出席が少ないと無駄になりますので、皆
さんと一緒にお食事をするという感覚でもい
いと思います。

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（ポリアス）

神田博一会員
出席についてですが、ロータリーに入る人た
ちはそれぞれの立場がありお忙しい方もたく
さんおられると思います。しかしロータリー
は出席が一番大事だと私は思っています。他
の会等に参加している方もいらっしゃいます
が出来ればこのロータリーを最優先に考えて
欲しいです。

ｏｔａ
ｏ Ｒ ｒｙ

大木保司会員
例会の出席を一番気にするのは会長、幹事だ
と思います。私も他のクラブによく行き卓話
をすることがありますが、出席者が多いと緊
張するのですが少ないと寂しく感じます。皆
さんも幹事と会長を経験して頂ければ出席に
ついての考え方も変わってくると思います。

細野宏道会員
最近、地区に出向している関係で他のクラブ
行く機会が増えました。他のクラブでの出席
に関しては苦労をしておられました。最近、
思うことは如何にロータリー出る時間を朝作
るかを考えています。小さな事ですが、会員
同士で声掛けあっていく事が大事だと思いま
す。

ば出席に焦り感じてスリーピングメンバーも
参加してくれるのではと思っております。

横山泰史会員
私は加藤年度に入会しました。その時、加藤
パスト会長にとにかく出席をしてほしいと言
われた事を今でも覚えています。この言葉を
胸に刻みこれからも出席を第一に考えていき
たいと思います。
宇多村海児会員
入会の時、上尾ロータリーの栄誉に恥じぬよ
う努めますと宣言したものの仕事面で大きな
動きがありまして出席が疎かになっていまし
た。深澤会員からはよく例会にいこうよとよ
く声を掛けてもらっていながら出席出来ず大
変申し訳ないと思っています。仕事面も少し
落ち着いて来ましたのでこれからは積極的に
出席したいと思います。

樋口雅之会員
私自身、今年度上尾から外に出る事が多く出
席できないことが度々あるのですが、上尾に
居る時は出席するよう心がけています。日頃
から声を掛けあっていければ出席率が上がっ
ていくのではないかと思います。

武重秀雄会員
私が思うのは新会員を紹介した方が他のクラ
ブにメークアップして連れて行って欲しいと
思っています。昔は良くあったのですが最近
では減ってきております。このメークアップ
を有効に利用して欲しいと思います。

出席委員会 須田悦正委員長

活動が多かった気がします。そしてメークア
ップの在り方、扱いを明確にして使ってほし
いと思います。

ます。
本日は皆様の建設的なご意見を頂き今後のロ
ータリー活動、出席活動の参考にさせて頂き
たいと強く思っています。

