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名取 勝 会長

4月の例会も本日が最後になります。来月は世界大会というこ
とで、私を含め数名の方で参加してきます。参加できない方は
通常通り例会は行いますので例会へのご参加をよろしくお願い
いたします。ロータリーからのメールが来ておりましてバネル
ジーRI会長とビルボイド財団管理委員長のメッセージが載って
いました。
内容はロータリーから皆様へのお礼という内容でこれまでの
皆様の多大なるご尽力に対して深く感謝の意を表しますと書か
れていました。これを見て私は本年度ももうすぐ終わるなと感
じました。
話は変わりまして、今月はロータリー雑誌月間となっておりま
す。ロータリアンの3大義務として「例会への出席」、「会費の
納入」、「雑誌購読の義務」がございます。
このロータリーの友には横書きのページがございます。これ
はRIの指定記事をなっておりまして、RIの連絡事項が書かれて
います。そして、縦書きで書かれているのは日本国内での事業
や活動が書かれています。毎月、日本国内で講演された人の事
やロータリアンが投稿した記事などがあります。これを見ます
と最近のロータリーの動きが見えてきます。4月の投稿に「認知
症の予防の場としてロータリーを」というおもしろい記事があ
りました。
日本は高齢化社会で高齢者が多くなってきております。そし
て認知症は社会と接点があまりない人が発症しやすいというこ
とで、ロータリーに入ってロータリーの活動をするのはいいの
ではないかとありました。よく若い人をロータリーにという言
葉はよく聞きますが、今回の記事はまったく別の考え方でおも
しろいなと私は感じました。本日はこのロータリーの友を読ん
で皆様はどう感じているか意見を出していただきたいと思いま
す。本日も例会よろしくお願いいたします。
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ゲスト挨拶

幹 事 報 告
齋藤博重副幹事

青少年交換留学生 ニノ君

◆5月27日に第19回ふれあい鴻巣ウォーキング大
会が開催されます。参加ご希望の方は事務局ま
でお問い合わせ下さい。
◆8月31日、9月1日に第11回日韓親善会議が開催
されます。関係者の方のご参加よろしくお願い
いたします。
◆次年度の地区広報からのお願いで各クラブの会
員情報をホームページに掲載したいので、ご協
力お願いしますときております。顔写真付きで
個人情報を載せるフォーマットになっておりま
す。また、締め切りが5月15日となっておりま
す。あらためて事務局より皆様へご連絡いたし
ますのでよろしくお願いいたします。

最近、日本語を勉強
できる部活に入りたい
と思いラグビー部を辞
めて陶芸部に入りまし
た。ラグビー辞めても
ラグビー部の友達とは
いまでも親交が続いています。それがとても嬉し
いです。陶芸部の皆様もやさしくてとても楽しい
です。焼き物や木のオカリナなどを作りました。
ありがとうございました。

委員長報告
プログラム委員会 藤木孝男委員長
本日、皆様にチャリ
ティーピアノコンサー
トのチラシをお配りし
ております。チラシに
は4月25日までにお申し
込みくださいとありま
すが、若干遅れても問題ありませんので皆様のご
参加そして学生へのお声かけをよろしくお願いい
たします。
現在、学校の方を回っておりまして集計の方が
もうすぐ出ると思うのですが、学校経由で大体
200名の参加を見込めると思います。それから上
尾商工会議所のご好意で「あぴお」にコンサート
の広告をだしていただきました。また埼玉中央よ
みうりにてイベント情報欄を無料で提供していた
だきまして掲載しております。連休明けにはよみ
うり新聞のさいたま版に記事を載せる方向で進め
ています。皆様のご協力よろしくお願いいたしま
す。

結婚・誕生祝い
結婚祝い 齋藤重美会員
若いころはよく夫婦
喧嘩をしたり和気あい
あいと波乱万丈でした
が、この頃は歳に勝て
ず喧嘩をする元気もな
く逆に大人しくしてい
たほうが結果身のためだということが今になって
分かりました。孫も大きくなりまして一番大きい
のは高校生になりました。なんとか孫の結婚姿を
見られるまで頑張りたいと思います。また、妻も
大事にして家族和気あいあいで暮らしたいと思い
ます。ありがとうございました。

結婚祝い 神田博一会員
結婚祝いありがとう
ございます。26歳で結
婚をしました。お陰様
で4人の子供に恵まれて
そして孫もようやく2人
目が先月生まれました
。よく孫は可愛いと聞きますが、まさにその通り
で昨今はじいじと孫に言われています。上の孫は
電車が好きで一日中見ていても飽きない子です。
本日は結婚祝いありがとうございました。
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結婚祝い 大塚崇行会員

の時間を少しずつとりたいなと思っています。こ
れからも健康で手を携えながら生活したいと思い
ます。ありがとうございます。

本日は結婚祝いとい
うことでお花をいただ
きましてありがとうご
ざいます。平成5年4月3
日に結婚をいたしまし
た。来年で20年目にな
るということで何か企画を考えないといけないな
と考えています。去年の7月に5人目の家族として
トイプードルの犬が家にきました。また、先月か
らニノ君が家でホームスティしています。この一
年で家族が二人も増えとても賑やかな生活をして
おります。青年部も卒業して家にいる時間も増え
ていい時間を作れるようになったかなと思います
ありがとうございました。

誕生祝い 吉川公夫会員
本日は誕生祝いあり
がとうございます。お
陰様で69歳になりまし
た。しかし私のすぐ目
の前には富永さんがい
ましてこの方が常に先
に１つ上の歳になります。私はいよいよ69歳と考
えるのではやっと69歳で少しは追いついたかなと
感じています。ですから富永さんにはとても感謝
しております。いよいよ70代が見えてきましたの
で健康には少し気をつけないといけないなと思い
ましたが、ここのところ酒量が増えております。
70になったらなるべく目立たないように暴飲暴食
は控えて静かに生きたいと思います。5月26日の
コンサートはとても楽しみにしております。これ
からもご指導のほどよろしくお願いいたします。
本日はありがとうございました。

結婚・誕生祝い 島村健副会長
本日は結婚祝いと誕
生祝いをいただきまし
てありがとうございま
す。結婚記念日は平成
元年4月8日で「はなま
つり」の日でお釈迦様
の誕生日だそうです。また誕生日は15日でちょう
ど一週間前になります。今年の結婚記念日は退院
後、実家に一人でいる母親を世話しておりました
。妻にはあまり何も出来ませんでしたが、親孝行
が少しできたのかなと思っています。毎年、4月
に2つのお祝いをいただき感謝しております。あ
りがとうございました。

クラブフォーラム
富永建会員
ロータリーの友は210
円で皆様買っています
。ロータリーの友は購
読の義務があります。
購読というのは購入し
て読む必要があります
。購入するけど読まない人は結構います。私はロ
ータリーの友を読むことが好きで表紙の説明も毎
回付いています。今年発刊されたものには春日部
の写真家が撮った写真が掲載されています。全部
読めとは言いませんが、210円出して買っていま
すので関心のあるところだけでも読んでいただけ
ればと思います。ありがとうございました。

結婚祝い 齋藤哲雄会員
結婚祝いということ
でお花をいただきあり
がとうございました。4
月17日が結婚記念日で
本年で29年目を迎えま
した。来年30年という
節目の年です。常々、家庭のことをしてもらって
おりますので、感謝をしておりますがなかなか口
からでないのが現状です。子育ても終わって夫婦

沼尻克美会員

大塚信郎パストガバナー

私もロータリーに入っ

私は立場上、指定記事

て十数年になります。私

を必ず読んでいます。指

が入った時からこのロー

定記事は全世界で許可を

タリーの友はいろんな情

貰っている地域雑誌に必

報が入っているので読ん

ず載せる決まりになって

だほうがいいよと言われ

います。指定記事以外は

ていました。目を通すことはしますがなかなか熟読す

当地区内での報告などがあります。また川柳には全国

る機会に恵まれなくてそのままの状態です。これから

のガバナー経験者が載っていることがありますので、

はロータリーライフが充実出来るように読んでいきた

その辺はよく注意して読んでほしいです。少しずつで

いと思います。

いいので読んでいただければ頭に入ってくると思いま
す。
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１００
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０
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■名取会長 来月は世界大会です。参加される方よろしく。参加され

■小林会員 結婚・誕生祝いの皆様おめでとうございます

ない方は例会をよろしく。

■武重会員 結婚・誕生祝いおめでとう。4月30日からバンコクの

■島村副会長 結婚・誕生祝いありがとうございます。

世界大会に行ってきます。

■齋藤副幹事 結婚誕生おめでとうございます。

■井上会員 結婚・誕生祝いおめでとう

■吉川会員 Hello Nino

■藤木会員 結婚・誕生祝いおめでとう

■齋藤重美会員 結婚祝い感謝

■岡野会員 結婚・誕生祝いおめでとう

■大塚崇行会員 結婚祝いありがとうございます。

■沼尻会員 結婚・誕生祝いおめでとう

■齋藤哲雄会員 結婚祝いありがとうございます。

■横山会員 結婚・誕生祝いおめでとう

■古賀会員 タイに行ってもよろしくお願いします。

■須田会員 ありがとうございます

■大塚信郎会員 ニノ君おひさしぶりです

■神田会員 結婚祝いありがとう

■富永会員 結婚・誕生祝いの皆様おめでとうございます.

■樋口会員 結婚・誕生祝いおめでとうございます。

■渡邉会員 結婚・誕生祝いおめでとうございます。
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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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