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　本日は、ご多用のところ、大宮中央RC泉英明会長をはじめパスト会

長の皆様、18名の会員の皆様、川口南RC仲野直樹会長をはじめ6名の

会員の皆様、大宮北RC鈴木弘様、大宮東RC田村たくみ様、大宮西RC

長尾憲一パスト会長、28名のビジターの皆様ようころおいでいただき

ました。特に大宮中央RC阿由葉パスト会長には大変なご配慮をいただ

きまして本日のこの第一例会を盛大に開催できたことに心から御礼を

申し上げます。

　名取直前会長、関口直前幹事一年間本当にお疲れ様でした。皆様、

お二人にありがとうの心を込めて拍手をお願いいたします。ありがと

うございました。

　さて、あらためまして私は本年度、上尾ロータリークラブ第50代会

長を努めさせていただきます島村健です。一年間どうぞよろしくお願

い申し上げます。上尾ロータリークラブでは副幹事として承認をいた

だくと4年後に会長に就任いたします。4年前に副幹事として承認をい

ただきました。副幹事の承認を受けた時点で50周年の会長予定者とい

うことで、大変名誉なことで、重い責任だと思いました。50周年に近

づくにあたって凄くプレッシャーになることもしばしばありました。

しかし今は、とにかく自分の出来ることを一生懸命やるぞという気持

ちでいっぱいであります。50周年という歴史と伝統あるクラブ会長を

務めるにあたり、まず自分のクラブの歴史を知らなければならないと

考え、はじめたばかりですが、上尾ロータリークラブの歴史、周年な

どを記念誌などで調べました。本日、お配りしている年度計画書の表

紙の色は、上尾ロータリークラブのバナー、襷の色と同じ緑にしまし

た。本日をスタートとして今年一年かけて、会員の皆様に上尾ロータ

リークラブの歴史を出来るだけ伝えていければと思っています。周年

には、皆様ご存知かと思われますが「温故知新」や「不易流行」など

先人の教えがあります。「不易流行」は松尾芭蕉の言葉として有名で

すが、「不易」とはいつまでも変わらないことであり、「流行」とは

、それぞれの状況に応じて変化することを言います。
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　　７月１２日　理事会

　　７月１９日　例会

　　７月２６日　結婚・誕生祝い
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ていただきます。ありがとうございました。

埼玉新都心ロータリークラブ　長尾憲一様

　皆様こんにちは、数

年前大塚信郎ガバナー

が誕生される際にこの

例会に出席した思い出

がありますが、上尾ロ

ータリークラブとはこ

こ3年間で餅つきの会で交流がありまして、私達

のクラブで海外からの留学生を集めて古式豊かな

餅つきをやらしていただいております。上尾ロー

タリークラブさんには大変なご協力いただき誠に

ありがとうございます。私どものクラブは創立23

年を迎えますが、先ほど島村会長が50周年と仰っ

ていました。私はこの素晴らしい記念すべき初例

会に参加できた事に心から感謝を申し上げます。

50周年にあたって現在会員数は35名ということで

50周年ふさわしい会員数50名を目指してがんばっ

ていただきたいと思います。本日はお招きいただ

きありがとうございます。今後ともよろしくお願

いいたします。

大宮中央ロータリークラブ　阿由葉晃市パスト会長

　皆様こんにちは、上

尾ロータリークラブさ

ん50周年おめでとうご

ざいます。本日は大勢

の仲間と共にお招きい

ただきありがとうござ

います。上尾ロータリークラブさんには私達とい

つも遊んでくださる仲間がいらっしゃいます。私

どもが何故本日お邪魔させていただているかとい

いますと「ゆずりはの会」をはじめて今年で38年

になります。その会員の方々がロータリアンとラ

イオンズの方です。会員の仲間が会長になった時

はみんなで初例会をお祝いにいこうという風習が

あります。私どものクラブは久世さんガバナーの

時も盛大にお祝いをしました。

これからも私達「ゆずりはの会」はメンバーが何

処のクラブでも会長になった時は大勢で駆けつけ

てお祝いしたいと思います。創立50周年を迎える

島村会長、齋藤幹事にはどうか良い一年にそして

悔いのない一年にしていただきたいと思います。

ありがとうございました。

祝電　島村穰上尾市長

　上尾ロータリークラブ創立50周年初例会のご盛

会を祝しますと共に、ご参会の皆様のますますの

ご活躍とご発展をお祈りいたします。

大宮北ロータリークラブ

鈴木　弘様

大宮東ロータリークラブ

田村　たくみ様

大宮西ロータリークラブ

清水　恒信様

川口南ロータリークラブ

仲野　直樹様　会長

大関　治様　　幹事

国武　充様　　地区副幹事

中田　保男様

渡邉　嗣彦様

中島　達哉様　パスト会長

ビジターゲスト

大宮中央ロータリークラブ

泉　英明様　　　　　会長

長谷川　政功様　　　幹事

熊木　広光様� 会長エレクト

勝野　由行様� 直前会長

林　正憲様� パストガバナー補佐

阿由葉　晃市様� パスト会長

星野　時夫様� パスト会長

品川　喜久郎様　　　パスト会長

切敷　健一様� パスト会長

佐野　巌様� 職業奉仕委員長

中園　新一様� 親睦委員長

柴田　功様� 出席委員長

高田　憲治様

南　慎一郎様

小沼　岳司様

坂　仁視様

山田　光輝様

御畑　博司様

出席　　会員数　　３５　　　出席数　　２６
欠席　　欠席数　　　９　　　（％）　　７４.２９

前々回確定　　　　　　　　　欠席数　　　９
修正（％）　７６．９２　　（Ｍ・Ｕ）   １０

スマイル ７９,０００円

AGEO ROTARY CLUB

幹　事　報　告

つまり不変の物がないと基礎が確立しません。変

化するものをきちんと理解しないと新しい発展も

ないということです。50年の歴史と伝統を築いて

こられた歴代の会長さんはじめ諸先輩の皆様に改

めて敬意と感謝を申し上げます。この歴史と伝統

を受け継ぎ、時代に即した活動に取り組んでいき

たいと考えております。

　とはいえ、私は、入会いたしましたのは、第41

代の岡戸会長年度に入会して9年目です。本年度

の会員数は35名で、平均年齢は56.6歳、会員歴は

平均13.3年になります。私は年齢も入会順も20番

目になります。まだまだ若輩ですので、諸先輩の

ご指導、ご鞭撻をいただきたいと思います。

　先月、武重パスト会長が入会した時の卓話をい

ただきました。本年度の例会では、多くの会員の

皆様から貴重な卓話をいただきたいと思います。

また、情報委員長の細野パスト会長からは50年の

歴史を辿る資料などを情報の例会に提供していた

だけると聞いています。是非、よろしくお願いし

たいと思います。50周年の事業につきましては、

実行委員長の富永パスト会長を中心に検討をいた

だいておりますが、皆様のご協力のもと意義ある

50周年にそして100年に向けてさらなる50年のス

タートの年にしていきたいと考えています。

　また、本年度国際ロータリーの会長はご存知の

ように「奉仕を通じて平和を」テーマに第2770地

区パストガバナーの田中作次さんが日本人として

30年ぶり、3人目の会長が誕生しました。今月の

ロータリーの友にありましたが「奉仕を通じて平

和を」「平和と紛争解決は、まず家庭から実践す

るべきです。社会の最小単位は家族ですから、そ

こからスタートすべきです。自分の伴侶をはじめ

家族全員との平和を心がけていれば、家族の一員

として自分を振り返る機会となり周りに平和の模

範をおのずと示すことが出来るでしょう。家族が

平和であれば、もっと多くの人の平和へと発展し

ていくはずです。」と述べています。一番難しい

ところでありますが、まず私自身実践していけれ

ばと思っています。

　もちろんクラブとしても出来るだけの協力をし

齋藤博重幹事

　◆本日、会員の皆様

にお配りした年度計画

書ですが、訂正等ござ

いましたらご一報いた

だけますようよろしく

お願いいたします。

◆7月7日にロータリー財団の部門セミナーがござ

います。島村会長、名取直前会長が出席する予定

です。

◆7月21日には広報部門セミナーとして島村会長

、横山委員長にご出席をお願いしたいと思います

◆地区の社会奉仕事業として打ち水大作戦を7月

22日に上尾高校の皆様と協力して行いたいと思い

ます。詳しい内容は調整中ですので後日改めてご

連絡いたします。

　皆様一年間ご指導、ご鞭撻よろしくお願いいた

します。

たいと考えております。先の話になりますが、来

年の5月に広島で開催されます世界平和フォーラ

ム。6月のリスボン国際大会の参加もご協力をお

願いしたいと思います。

　次に第2770地区の田中徳尚ガバナーのテーマは

「DiscoverTheRotary」「ロータリーで素晴らし

い出会いを」であります。ロータリーをよく知る

ことが会員の参加意識を高めクラブの活性化につ

ながる。そして知らなかったロータリーの魅力を

発見していこうということです。

　今年も社会奉仕活動に地区補助金を申請し承認

されました。社会福祉法人に寄贈と交流をする計

画を立てています。また、第5グループ事業とし

て国際奉仕プロジェクト、教育のための教材提供

などを計画しておりますので、ご協力よろしくお

願いいたします。

　結びに本年度、楽しい思い出になるよう、精一

杯がんばってまいりますので、齋藤博重幹事とも

どもよろしくお願い申し上げ会長挨拶とさせてい

ただきます。ありがとうございました。
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ゲスト挨拶

大宮中央ロータリークラブ　泉英明会長

　上尾ロータリークラ

ブ皆様、ご来賓の皆様

こんにちは、本日は上

尾ロータリークラブの

初例会ということでお

祝いに参りました。島

村会長、齋藤幹事おめでとうございます。私ども

例会にも多数の参加をいただきまして、ありがと

うございました。今年で50周年迎えるということ

で50周年おめでとうございます。歴史と伝統のあ

るクラブそして大塚パストガバナー選出された立

派なクラブだと思います。私どものクラブも今回

はお祝いということで約20名来ております。これ

も島村会長の人柄そして人望の厚さだと思います

。島村年度の成功そして上尾ロータリークラブの

ますますの発展を期待して私の挨拶とさせていた

だきます。ありがとうございました。

川口南ロータリークラブ　仲野直樹会長

　皆様こんにちは、本

日は6名でこの初例会に

参加させていただきま

した。まずこの初例会

が盛会に催されること

をお祝い申し上げます

。私どものクラブは昨年20周年を行いましたが、

先ほど50年というお話を聞いてその50年歴史を勉

強しながら本日は帰りたいと思います。今後とも

グループを超えてご協力、ご指導を賜りますよう

お願い申し上げて挨拶と変えさせていただきます

大宮北ロータリークラブ　鈴木弘様

　皆様こんにちは、本

日は上尾ロータリーク

ラブの50周年初例会と

いうことで大勢の方を

お迎えしての盛大に開

催されていることを心

からお祝いを申し上げます。先日、上尾ロータリ

ークラブの島村年度が本日から始まると聞いてお

伺いしました。住まいは大宮北ですので上尾には

しょっちゅう来てお世話になっておりました。上

尾は小さい頃から素晴らしいなと思っておりまし

た。50年という重みや偉大さを背負って島村年度

がスタートしたということで素晴らしい年度にな

りますようにそして上尾ロータリークラブのご盛

会、ご活躍を心からご祈念を申し上げてお祝いの

言葉といたします。ありがとうございました。

大宮東ロータリークラブ　田村たくみ様

　皆様こんにちは、本

日は島村年度の初例会

ということで、お邪魔

いたしました。本日は

心から感謝とお祝いを

申し上げたいと思いま

す。私事ですが、ロータリーに入りまして丁度4

年目を迎えた若輩者でございます。50年上尾ロー

タリークラブさんが奉仕活動を続けてきたことに

関しまして敬意と心から感謝を申し上げたいと思

います。このロータリアン皆様繋がりを私も教わ

りながら地域活動、奉仕活動に努めていきたいと

思いますのでよろしくお願いいたします。本日は

おめでとうございます。

大宮西ロータリークラブ　清水恒信様

　皆様こんにちは、本

日は非常に感激してお

ります。と申し上げま

すのは実は大塚信郎さ

んがガバナーの時に私

は会長をしておりまし

て、その時の幹事が島村さんでした。本日の初例

会を心待ちにしていた一人でございます。また、

青年会議所でも島村さんとは同じ釜の飯を食べた

仲でございますのでなにわともあれと馳せ参じま

した。本年度ガバナーが打ち水大作戦をどうして

もやりたいということで隣の2570地区と一緒にや

るということで、埼玉のこの暑い夏を二度、三度

下げたい気持ちでおりますので、ひとつ皆様のご

協力をよろしくお願いいたしましてご挨拶とさせ


