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　4月も半ばを過ぎまして大変暖かく過ごしやすくなってき

ました。先週は第五グループのゴルフコンペということで

大変大勢の方に参加していただきました。満開の桜の元で

楽しいゴルフをすることが出来ました。

　尾花ガバナー補佐を中心として役員の皆様そして会員の

皆様大変お疲れ様でした。

　話は変わりまして先日、地区協議会が開催されました。

当クラブも次年度に向けて着々とその準備を進めています

。一年前の今頃は私も次年度に向けて色んな準備をしてい

た事を思い出します。

　7月の新年度が始まる前に国際大会が開催されます。今年

はタイのバンコクで開催されます。

　私を含め何名の方で参加する予定です。次年度のRI会長

は八潮ロータリークラブの田中作次さんはとても素晴らし

い方です。私は日本人として大変誇りに思っております。

ロータリーの長い歴史の中で日本人としては3人目のRI会長

です。

　本日は八潮ロータリークラブから布施様、高橋様にお越

しいただいております。後ほどご挨拶をいただきたいと思

いますのでよろしくお願いいたします。

　また、5月6～10日の日程でタイへ行っていきます。5月10

日の例会ですが私を含め数名でタイの国際大会に行く関係

で不在となります。

　本日の例会終了後、理事会を開き国際大会の説明がござ

いますのでよろしくお願いいたします。

会長あいさつ

行事予定

　　５月３日　憲法記念日

　　　　　　　（休会）

　　５月１０日　卓話

　　５月１７日　卓話

　　５月２４日　クラブフォーラム⑨

　　５月２６日　公開例会

　　　　　　　　チャリティーコンサート
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■名取会長　友清様卓話ありがとうございます。

■島村副会長　結婚祝いをいただきありがとうございました。

■齋藤(博)副幹事　友清さん卓話ありがとうございます。

■八潮RC　布施雅章様　高橋裕様　八潮RC田中作次会員がRI会長ノミニ

ーに指名いただいた時地区・クラブ会長、幹事様に壮行のお祝いをいただ

いたお礼に伺いました今後ともよろしくお願いいたします。

沼尻会員　大塚(信)会員　齋藤(重)会員　尾花会員　古賀会員　細野会員

武重会員　齋藤(哲)会員　藤木会員　渡邉会員　大木会員　大塚(崇)会員

齋藤(重)会員　岡野会員　野瀬会員　深澤会員　富永会員　井上会員

須田会員　藤村会員　吉川会員　神田会員

が、これはずっと思っていたことで何故上尾に一流の

ピアニスト、音楽家が来ない理由はこの上尾のホール

あるピアノにあります。1台しかありません。もう減

価償却も終わって本当のおんぼろピアノです。それを

まだ置いている状況では誰も来てくれません。皆様に

はこの現状を知っていただきたいです。鴻巣やその他

の地域では素晴らしいグランドピアノが置いてありま

す。だから一流のピアニストや音楽家が来て演奏をし

ています。この状況をロータリアンの皆様も始めて知

ったと思います。この状況を知っているのは学校の先

生達だと思います。学校の先生方は毎年小中高の合同

音楽会をやっているのでこのピアノの問題を放置して

いるのは不思議でなりません。新しいピアノを買えば

これからも素晴らしいピアニスト、音楽家がいらっし

ゃると思います。

　やはりこれからを担う上尾の子供達にいい音楽をた

くさん聞いて欲しいと思います。そうでないと上尾は

音楽に関しては全国でも低い水準になると思います。

私はこのチャリティーコンサートが上尾の音楽文化を

高めるいい機会だと思っています。今後もロータリー

クラブが音楽会の企画を立ちあげてもピアノが駄目な

状態だと出来ないという声が大きくなればピアノを新

調してくれるかもしれません。ちなみにスタンウェイ

というドイツのピアノがありますが、スタンウェイD

という物がありますがこれは4000万円します。私は

YAMAHAで十分だと思います。何故ならスタンウェイ

はドイツのピアノです。日本とドイツでは気候がまっ

たく違います。YAMAHAが日本の気候にあったピアノ

を作っていますので、YAMAHAのグランドで十分だと

思います。これを買っていただいてお披露目会を開け

るような街になればいいなと思います。本日は本当に

ありがとうございました。

卓話

トモキヨ音楽院　院長　友清和親様

　みなさまこんにちは、

本日は上尾の音楽文化と

その現状についてお話し

たいと思います。まず国

の文化を推し量るにはク

ラシックの音楽がどの程

度国民に浸透しているかということが世界的に大体共

通された認識であります。上尾の音楽文化で一番問題

なのはピアノです。クラシックの原点はピアノにあり

ます。上尾の文化センターにあるピアノはもう40年前

の古いピアノでしてもう調律師泣かせのピアノです。

こういう状況を誰も気づかずずっと放置されている状

態です。皆さんご存知のとおり上尾はスポーツ都市宣

言をしています。スポーツもいいのですがやはりバラ

ンスが必要だと思います。今回の大田さんのチャリテ

ィーピアノコンサートを開催する事が決まって私はロ

ータリークラブがこういった企画をなされる事は本当

に素晴らしいと思います。是非、今後も是非続けてい

ただきたいと思います。このチャリティーピアノコン

サートでは大田さんという一流のピアニストが上尾に

来ます。私はあのピアノで大丈夫と大田さんがいうと

は限りませんもし当日いらしてこのピアノは弾けない

と言われたらどうしますかと藤木さんに言いました。

脅かすつもりはないのです

AGEO ROTARY CLUB

幹　事　報　告

委員長報告

齋藤博重副幹事

◆地区ロータリー情報研究会RI会長田中作次氏を

　支援する交流会が5月21日(月)ラフレさいたまに

　て14：30から開催されます。パスト会長の皆様

　へのご参加をよろしくお願いしますときており

　ます。

◆米山記念奨学生の入学式が5月12日(土)ラフォー

　レ清水園にて13：30から開催されます。関係者

　の方のご出席よろしくお願いいたします。

◆ペットボトルキャップ回収のご報告をさせてい

　ただきます。今回157kgの回収をすることが出

　来ました。ご協力ありがとうございました。

◆4月26日のクラブフォーラムですが、テーマは

「ロータリーの雑誌購読」となっております。よ

　ろしくお願いいたします。

◆本日、例会終了後臨時理事会を開催いたします

　。理事の方ご出席よろしくお願いいたします。

尾花正明ガバナー補佐

　先週は第五グループ

のチャリティーゴルフ

では、上尾クラブはホ

ストクラブということ

で多大なお力添えをい

ただきまして心から御

礼を申し上げます。お陰様で大成功にて終わるこ

とが出来ました。

　財団の方と希望の翼という埼玉新聞が実行して

いる障がい者の海外交流に寄贈させていただきま

した。またIMの報告書の印刷が出来上がりました

。25日に第五グループの会長幹事会を開始いたし

ます。その時に各クラブの会長、幹事にお渡しい

たしますので、次回例会の際には皆様へお届けで

きると思います。よろしくお願いいたします。

第五グループゴルフ実行委員長　細野宏道委員長

　本日は皆様にあらた

めてお礼を申し上げた

くここに立たせていた

だきました。あらため

て上尾ロータリークラ

ブの力を感じさせてい

ただきました。当日は84名の予定でしたが5名の

欠席がありまして総勢79名のご参加をいただきま

した。上尾クラブからは17名の参加をいただきま

した。コンペ終わったあとは例会ということで、

数名の方に参加をいただきました。他のクラブ方

からはコンペを開いてくれてありがとうと声を掛

けていただきました。

社会奉仕委員会　齋藤哲雄委員長

　4月5日上尾駅東口に

おいて献血活動が行わ

れました。会員の皆様

のご協力を賜りまして

本当にありがとうござ

いました。本日は献血

活動の報告をさせていただきます。受付人数が61

名でその内献血を行なっていただけた方は47名と

なっております。大変ご協力をいただきましてあ

りがとうございました。

クラブ広報委員会　深澤圭司委員長

　田中作次RI会長エレ

クトがFMラジオNACK5

にて清水さいたま市長

と対談をする放送を行

います。4月7日に田中

作次RI会長エレクトが

会長としての挨拶を録音いたしました。ロータリ

アンのあるべき姿を説いておりますので、皆様是

非お聞きいただきたいと思います。ラジオ名は

The Frontiersです。さいたま市長がパーソナリテ

ィを務める番組です。放送日は第一週目が5月12

日(土)7：40～8：00第2週目が5月19日(土) 7：40

～8：00となっております。

AGEO ROTARY CLUB

ゲスト挨拶

会計報告に関しては現在まとめておりますので、

また次の機会にご報告させていただきます。本当

にありがとうございました。

米山記念奨学生　周京梅さん

　みなさんはじめまし

て、シュウキョウバイ

と申します。いま埼玉

大学文化科学研究科修

士2年です。日本語教育

を専攻しております。

本年度の奨学生に選ばれて本当に光栄だと感じて

います。これから一年間何卒よろしくお願いいた

します。

八潮ロータリークラブ　布施雅章様

　本日は例会の貴重な

お時間をいただきまし

てありがとうございま

す。本日は御礼の挨拶

に参りました。八潮ロ

ータリークラブに在籍

する田中作次がRI会長にノミネートされた折に地

区を挙げて各クラブの会長、幹事さんからお祝い

をいただきました。その時のお礼にまだ伺ってな

かったので12～13年度の会長に就任する前に御礼

をということで、各クラブさんにお邪魔しており

ます。私どものクラブの会長が3月30日に逝去い

たしましてその会長が思いを込めてこの企画を進

めておりましたので、その辺を併せて高橋裕の方

からご挨拶させていただきたいと思います。よろ

しくお願いいたします。

八潮ロータリークラブ　高橋裕様

　本日は感謝の意を込

めまして代読の方をさ

せていただきますので

よろしくお願いいたし

ます。「本日は八潮ロ

ータリークラブより御

礼のキャラバンにお伺いさせていただきました。

八潮ロータリークラブ1975年山口大ガバナー年度

に草加ロータリークラブをスポンサーで誕生いた

しました。創立当時の八潮市の状況は鉄道も高速

道路も無く陸の孤島と言われておりました。

　現在は首都高速道路、外環自動車道開通に続き

悲願のつくばエクスプレスの開通より秋葉原へ17

分でいけるように交通の利便性の高まりにより八

潮の街は様変わりしております。このような状況

の中で田中作次会員が2012～13年度国際ロータリ

ー会長に就任する事になりました。この事は創立

以来長き渡り既クラブさんを始め地区内クラブ皆

様のご指導、ご支援、ご協力の賜物でありあらた

めて心から感謝申し上げます。

　この上は田中作次会員が国際ロータリー会長の

役職を無事勤めあげてくれることを願っていると

ころでございます。つきましては引き続きご支援

、ご協力を賜りますようよろしくお願いいたしま

す。本日は私どもクラブが皆様のお陰で国際ロー

タリー会長を出させていただけるクラブにまで育

てていただいた事と田中作次会員を次年度国際ロ

ータリー会長にしていただいた事への感謝とお礼

にお伺いさせていただきました。今後ともご指導

ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げ御礼のご挨

拶とさせていただきます。

　本日は貴重なお時間をいただきありがとうござ

いました。平成24年4月吉日　八潮ロータリーク

ラブ第37代会長　村田信一郎　キャラバン実行委

員長　斉藤勝」なお先ほど布施よりお話がありま

したように村田会長が先月30日に逝去され故人と

なられましたが、生前お世話になったクラブへど

うしても御礼のキャラバンにお伺いしたいという

強い思いから企画したことでございます。

　あえて故人の名前で代読させていただきました

。本日は誠にありがとうございました。


