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本日は夜間例会となります。皆様とお食事をしながらロータ
リーの情報について考えてみたいと思います。
会 長
名取 勝
ロータリー関する知識とかルールはロータリーの手続き要覧
幹 事
関口 和夫
や定款・細則に書いております。その他の新しいロータリー活
副会長
島村 健
動等に関してはロータリーの友やガバナー月信に掲載されてい
副幹事
齋藤 博重
ます。また、ロータリーのHPにも様々な情報が掲載されていま
編集責任者・
す。
クラブ広報委員長
深澤 圭司
会の中で話して新しい情報を共有しないといけないと思いま
すし新しい会員の方を教育するといった面で情報委員会を作っ
ています。今月号のロータリーの友にロータリーの綱領の解釈
という内容がありました。もちろん原文は英語ですので、日本
語に訳した物を私たちは読んでいます。以前から訳した内容に
関して分かりづらいとか意味が違うのではないかなど声が挙が
ったりしていました。
そこで分かりやすくした綱領が今月号に掲載されています。
いずれにしましても原文は英語なので完璧に日本語に合わせる
事は難しいと感じています。最近ロータリーではEクラブという
クラブがあってパソコン上で会員になってネットを使い世界中
の人と交流したりしているようです。定款・細則はRIから与え
られた物ですから私達には守る義務があるのでよく読んで動か
行事予定
ないといけないと思います。
４月１２日 第５グループチャリティゴルフ
他にはクラブ特有のルールもあります。日本では点鐘をどこ
４月１９日 クラブ協議会④
のクラブでもやっているそうです。当クラブでは1時間と定めて
４月２６日 結婚・誕生祝い
いますが特に何時間という決まりはありません。良い悪いは別
として様々なルールがございます。
（時間変更）
他のクラブに訪問するとこういった細かな違いが見られてそ
れも楽しいなと私は感じています。本日も例会よろしくお願い
いたします。
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幹 事 報 告
関口和夫幹事
◆4月からロータリーレートが変更になります。1
ドル82円になります。ご寄付は今月中の方が若
干お得になりますのでご検討の程よろしくお願
いいたします。
◆地区ロータリー情報研究会RI会長田中作次氏を
支援する交流会のご案内が地区から届いており
ます。クラブ会長、幹事、次年度会長、幹事と
クラブ会長経験者にご案内が来ております。5
月21日にラフレさいたまにて14：30から開催さ
れます。お時間がある会長経験者の方は事務局
までお申し出の方をよろしくお願いいたします
◆米山梅吉記念館より春季例祭のご案内が来てお
ります。4月28日に米山梅吉記念館ホールにて
14：00からございます。
◆賛助会員の入会のお願いが来ております。ご理
解頂ける方は事務局までご連絡よろしくお願い
いたします。

委員長報告
ロータリー財団委員会 大塚崇行委員長
先ほど幹事報告でご
案内がありましたが、4
月からロータリーレー
トが1ドル82円になりま
す。3月31日までに送金
と明細書の提出をして
頂ければ3月レートが適用されます。ご寄付を検
討されている方は私までご連絡いただければと思
います。よろしくお願いいたします。

プログラム委員会 藤木孝男委員長
先週ご案内したチャ
リティーピアノコンサ
ートの件ですが、上尾
市と上尾市教育委員会
、伊奈町と伊奈町教育
委員会そして読売新聞
の講演を得ましたので着実に進んでいます。

チラシに関しても明日原稿の打ち合わせが出来る
と思います。丁度、年度替えの時期ですので上尾
市内と伊奈町の小中高等学校に案内を出しており
ます。現時点で11校のご協力頂けるとお返事を頂
いています。新年度が始まった頃には皆様にチラ
シをお披露目できるとおもいます。よろしくお願
いいたします。

結婚・誕生祝い
結婚祝い 富永建会員
先日、花屋さんから
生花をいただきました
。ありがとうございま
した。結婚して40年目
になりました。結婚・
誕生祝いで話すことは
毎回似ている内容で感じることは何年経っても同
じだなと感じます。結婚した当時はゼネストがあ
った時期でした。結婚式は都内で行なったのです
が、ゼネストの影響で飛行機が飛ばない電車も動
かないと状況でお祝いしていただける友人が結構
欠席だった事を思い出します。あと何回ロータリ
ーからお祝いしていただけるか分かりませんが、
これからもよろしくお願いいたします。

誕生祝い 大塚崇行会員
誕生祝いいただきま
してありがとうござい
ます。私とこの後お話
する宇多村さんは同い
年でして今年で45歳に
なります。私の生まれ
た昭和42年は埼玉国体があった年です。毎年マラ
ソンのお話をさせていただくのですが、たまたま
先週板橋シティマラソンがありましてフルマラソ
ンを走って来ました。45歳になってすぐのフルマ
ラソンでしたが今までの記録を塗り替える自己ベ
ストが出まして3時間50分26秒で完走してきまし
た。その前は3時間58分でした。マラソンで4時間
を切るのがサブ4ということで2回目のサブ4とい
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うことでとても嬉しく感じています。これからも
体調を整えて頑張りたいと思います。ありがとう
ございました。

誕生祝い 宇多村海児会員
私は3月8日に生まれ
で今年で45歳になりま
した。人生50年と言わ
れていた時分では45歳
は最晩年となりますが
、現代ではこの年が人
生の折り返しだと思ってますます頑張っていきた
いと思っています。
私が別に所属している上尾商工会議所青年部も
来週で卒業となります。先輩諸兄のご指導を仰ぎ
ながらこの先々もますます精進していきたいと思
います。今後ともよろしくお願いいたします。

クラブフォーラム
岡野晴光会員
私は上尾ロータリー
クラブが15周年目迎え
た後に入会をしました
。当時、上尾クラブで
は入会のしおりみたい
物を配っておりまして
インターアクトやローターアクトの定義などを上
尾クラブなりに噛み砕いて書いていた事を記憶し
ています。また例会には出席する事に関しては厳
しく指導されました。
やはり例会に出席する事がロータリーを知る上
で一番良いのでその教えを守り10年間くらい皆出
席した記憶がございます。やはりあまり情報ばか
り全面に出すのではなくロータリアンはお互いに
家に行ったりきたりして親睦を深めるのが一番い
いのかなと感じております。

齋藤重美会員
私も今年で在籍27年
目になりますが、私が
入った時は富永さんと
一緒に勉強会に参加し
た記憶がございます。
情報委員会の大まかな
感想を申し上げますと当時は多くの先輩がいらし
て私は大宮から引っ越してきた者でしたが暖かく
迎えてくれて別け隔てなく会の中でお付き合いし
ていただきご指導をいただいてきました。
やはり私が思うのは若干上尾クラブも変わって
きているのかなと感じています。
ピーク時は67人在籍していてその時は活発だっ
たなと思います。どうかこれからも新入会員もし
くは若い会員の方には先輩に近づくという意味で
機会や場所を与える組織を作っていただけたら今
まで以上に栄えるのかなと思います。今後ともよ
ろしくお願いいたします。

小林邦彦会員
私にとって情報委員
会はとても楽しかった
印象があります。やは
り新入会員でしたので
可愛がってくれたのか
なと感じています。
入会してロータリーの分からない事を教えてく
れるのが情報委員会だと思っています。いま情報
といいますと身近に感じるのは幹事報告なのかな
と感じています。ほかにはロータリーの友、ガバ
ナー月信だと思います。
しかし情報委員会は先ほどから出ていますよう
にどちらかと言いますと新会員の皆さんがこれか
らロータリーを担っていただけるような事を覚え
て下さる場だと思っています。そういった場があ
ったら積極的に参加して明日のロータリーを担っ
ていただけるようにお願いいたします。

島村健副会長

吉川公夫会員

私も入会時はまった
く分からない中で受付
のお手伝いをしたりし
ていました。やはり入
りたてですと顔と名前
が一致しなかったりし
ていましたので、勉強になるよと言われて出席の
時は受付をやっていたのを覚えています。情報委
員会と言いますと当時はロータリーの基礎を学べ
る場でした。なかなか難しい内容だった記憶があ
りますが、情報委員会が終わってからの懇親会で
分からなかった事を個人的に聞いたりして勉強し
たりしていました。本日も大先輩のお話を聞くこ
とが出来てこういう機会がもっと増えていければ
いいなと思います。来年は50周年になりますので
過去を勉強しながら先に向かって行ければと思い
ます。是非、こういった機会を設けていただいて
50周年を皆さんとともに迎えることが出来ればと
思います。ありがとうございます。

私も情報委員会につ
いて一言お話したいと
思います。
私は、情報委員会と
は、どのような情報を
会員に提供するかが一
番重要だと思います。私は数年前から上尾クラブ
の会員数の減少に対して危機感をもっております
が、会員減少の一因として、情報委員会における
様々な情報の提供、或いは勉強会を催すなどの会
員に対するロータリー精神の啓蒙活動が不足して
いることもあると思っています。情報委員会でお
馴染みの炉辺会合という言葉も現在では死語にな
ってしまいました。また、同じ釜の飯を食う仲間
でありながら、メニューは各自が異なるものを食
しているような気がしてなりません。
会員各位が、ロータリーの哲学を確りと身につ
けることで、退会防止にも繋がるものと思います
。同じ哲学を持って活動することにより、自信を
持って友人に入会を薦める事も出来るでしょう。
ロータリー哲学の勉強会など関西ではよく行わ
れているようです。私達も、情報委員会の指導の
もとに、基本であるロータリー哲学を勉強して、
現在の危機を乗り越えていければと思います。同
一の哲学を会員全員で共有することにより、上尾
クラブの発展もあり、また、自身の活動で他のメ
ンバーに迷惑をかけることもなくなるものと確信
しております。

スマイル

３０,０００円

■名取会長 梅の花が満開になりました。第５グループのゴルフコンペは
サクラが丁度いい頃でしょう。
■島村副会長 今月の結婚・誕生祝いおめでとうございます。
■関口幹事 結婚・誕生祝いおめでとうございます。
■齋藤(博)副幹事 結婚・誕生祝いおめでとうございます。
■富永会員 結婚祝いのお花ありがとうございます。40回目です。
■大塚直前会長 誕生祝いありがとうございます。
■宇多村会員 誕生祝いありがとうございます。
■藤村会員 3月16日次男が生まれました。
久保田会員 吉川会員 齋藤(重)会員 富永会員 藤木会員 渡邉会員
岡野会員 深澤会員 村岡会員 小林会員 井上会員 須田会員
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例会日 毎週木曜日 12：30〜13：30
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
例会場 東武バンケットホール４F（ポリアス） ＴＥＬ/ＦＡＸ 048‑775‑7788
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