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本日は、国際ロータリー第2770地区第5グループガバナー補佐、福
士満様、同じくガバナー補佐幹事、堀口好治様がいらっしゃっていま
す。ご多忙のなかご出席をいただきありがとうございます。どうぞ一
年間よろしくお願いいたします。また、ゲストの長沼さんようこそい
らっしゃいました。
先週、本年度の第１回目の例会では、多くのビジターをお迎えして
開催することができましたことに改めて厚く御礼を申し上げます。ま
た、例会後の交流会でも富永パスト会長、大塚パストガバナーをはじ
め多くの会員の皆様にご出席をいただき、とても有意義な情報交換を
図ることが出来ました。重ねて御礼を申し上げます。
本日は、福士ガバナー補佐より地区の事業方針等をお話いただけると
思います。よろしくお願いいたします。その後、本年度の事業計画、
予算を各委員長より発表をお願いしたいと思います。
本年度は、事業計画書に田中作次RI会長の「ロータリークラブ強化へ
の100のヒント」を載せました。田中RI会長が八潮ロータリークラブ
の例会中に、この100のヒントを一生懸命書いていたそうです。ガバ
ナー月信にも掲載されていますが、私自身いくつ出来ているのかチェ
ックしたり、気をつけたいこと、得意なこと、これからやりたい事な
どヒントになるようなことがたくさんありました。その中でいくつか
紹介したいと思います。
会長についてのヒントで「クラブ会長は謙虚に、クラブを改善させ
るために、誰からでも意見やアイデアを聞くこと」とありました。私
も積極的に会員皆様と交流を深める機会を作りたいと考えています。
そこで活発な意見交換などしていきたいと考えています。
また、例会についてのヒントは「魅力的な奉仕プロジェクトや例会
プログラムを実施するよう心がける」、「ロータリーは人生道場を言
われるように、例会が会員一人ひとりにとって役立つものとなるよう
に意識する」、「クラブ例会のマンネリ化を防ぎ、常に創造的な例会
の維持を図る」などがあります。この例会についてのヒントも積極的
取り入れていきたいと思います。

AGEO ROTARY CLUB
本日は第2回目の例会ですが、本年度は52回例
会がありまして、休会が3回、地区大会、IM等の
振替例会が9回ありますので、この例会場での例
会は約40回になります。
この「100のヒント」を活かして、出席するだ
けではなく、参加していただけるように渡邉プロ
グラム委員長と有意義な例会にしていこうと思っ
ておりますのでどうぞよろしくお願いいたします
。

幹 事 報 告
齋藤博重幹事
◆本日、本年度の会費の納入についての資料をお
配りしています。本年度は50周年ということで
、特別会費が含まれた金額になっております。
皆様のご理解、ご協力よろしくお願いいたしま
す。
◆2013年のリスボン国際大会の準備委員会に1名
クラブから専任してくださいとお願いがありま
した。当クラブからは大塚崇行会員を専任させ
ていただきましたので、ご報告申し上げます。
◆7月9日に島村会長、私そして宇多村インターア
クト委員長で、上尾高校インターアクトクラブ
顧問の先生と校長先生にご挨拶に行って参りま
した。
◆7月22日に地区の企画で打ち水大作戦という企
画がございます。7月21日上尾高校にお集まり
いただきまして北上尾の駅前で打ち水をする予
定です。皆様のご参加よろしくお願いいたしま
す。
◆7月21日の広報部門セミナーは島村会長、横山
委員長に出席していただきます。よろしくお願
いいたします。
◆7月28日は新世代部門セミナーがございます。
島村会長、宇多村委員長、深澤委員長で登録し
ております。よろしくお願いいたします。

委員長報告
社会奉仕委員会 藤村作委員長
本年度の1回目の献血
活動についてご連絡い
たします。日程は8月2
日の木曜日で例会日と
重なっております。午
前10時から夕方4時まで
上尾東口にて活動いたします。担当表が出来上が
っておりますので、皆様ご協力よろしくお願いい
たします。後ほど、担当表をお配りいたします。
もし都合が合わない方がいらっしゃいましたら私
までご連絡下さい。

ロータリー財団委員会 名取勝委員長
先週の土曜日に地区
の財団研修会がござい
ました。その中で私も
いろいろと勉強してき
ました。財団に寄付さ
れたお金は様々なロー
タリー活動に使われています。本年度、早速大塚
パストガバナーから4000ドルの寄付をいただきま
した。ありがとうございました。

ゲスト挨拶
第5グループガバナー補佐 福士満様
みなさんこんにちは
、本年度2770地区ガバ
ナー補佐の任命を受け
ました鴻巣ロータリー
クラブの福士満でござ
います。よろしくお願
いいたします。本日はご挨拶をしにお邪魔させて
いただきましたが、とても緊張しております。上
尾ロータリークラブさんは私の所属する鴻巣ロー
タリークラブの親クラブであります。また、大塚
パストガバナー、そして去年のガバナー補佐尾花
さんもいらっしゃいます。お二人には地区に来て
いただいてご指導をいただいています。

AGEO ROTARY CLUB
私は今、地区で大塚パストガバナーのご指導の
元に会員の増強活動に務めています。ご承知の通
り30年ぶりに日本人のRI会長の年です。日本から
出るだけでも大変素晴らしいことなのですが、こ
の第2770地区からの輩出ということでこれは大変
名誉なことだと感じています。また、その中で縁
の下の力持ちなさる大塚パストガバナーは大変な
お気持ち、ご覚悟だと思います。
私がロータリーに入ったのは20年前です。出身
は岩手県の宮城でございます。この場をおかりし
て去年の震災に対して多大なるご支援をいただけ
たことを御礼申し上げます。
ロータリーに入る前、私はなにか街のお手伝い
をできる団体はないかと探しておりました。最初
は青年会議所に入ろうとしておりましたが、年齢
の関係があったため断念しました。そこで紹介さ
れたのはロータリークラブでした。当時の私はロ
ータリーについてまったく知識がない状態で入会
しました。実際に入ってみて感じたことは楽しい
なと感じました。ロータリーは異業種の人達が集
まった団体です。同業者内にも当然、仲間意識は
ありますが、実際のところはライバルになります
。ロータリーには色んな異業種の方がいらっしゃ
いますので、交流してみると様々な考え方や意見
などを聞くことができとても勉強になります。
私も10年前に会長を務めました。本来であれば
その後、地区に出ていろんな形でお手伝いをしな
いといけないのですが、病気や怪我などでロータ
リー活動ができず恩を返すこともできませんでし
た。そんな状況が続きまして私は自信を無くして
いきました。体の自由が効かない状況で私は社会
人として会社の社長として生きていけるのか不安
になりました。そんな余裕のない状態でしたので
、私はロータリアンとして奉仕ができるのかと大
変思いつめていました。そんな時、支えてくれた
のはロータリーの皆さんでした。ロータリーの入
っているかたはそれぞれ職場で親方というポジシ
ョンいます。同じ親方という立場同士ですので、
親身になって話を聞いていただいたりして私の心
のケアをしていただきました。

私がこうやって立ち直ったのも、家族、会社の
面々もありますが、ロータリーの大きな仲間の支
えがとても大きかったです。感謝しております。
さて、第5グループのガバナー補佐として会長幹
事会を4回開かせていただきました。地区からは
様々なお願いや要望が来ております。私達も上手
にその内容をお伝えできればいいのですが、完全
に私も把握しているわけではありません。ただ、
地区にいれば各委員会に専門のプロの方がいらっ
しゃいますので、そこでお話を伺えると思います
。また、会長幹事においても全ての例会にて完璧
な仕切りを見せるのは困難だと思います。私が会
長幹事にお願いしたいのはまず、ロータリーを楽
しんでいただきたいと思います。会長幹事が楽し
めないとクラブも楽しくないと思います。増強も
自分たちが居心地良くないと他の人になかなかク
ラブ勧誘できないと思います。ただ単純に数字を
上げるだけでは駄目なのです。心からの伝えられ
る何かがないと人を惹きつけることは出来ないと
思います。
会長幹事の皆様には無理なく楽しんでロータリ
ーライフをしてくださいと私はお願いしています
。とにかく私がガバナー補佐として皆様にお願い
したいことは、皆さんがロータリアンとして喜び
、感動し、楽しんでいただいて、その喜び、感動
、楽しさをロータリーの次を担う新しい人にお伝
えください。
簡単ではございますが、ガバナー補佐就任のご挨
拶をさせていただきます。ありがとうございまし
た。

クラブフォーラム
クラブ奉仕委員長 齋藤哲雄委員長
本年度の方針といた
しましては、50周年記
念事業ということもご
ざいますので、皆様に
はご指導、ご鞭撻をい
ただきながら進めてい
きたいと思います。一年間よろしくお願いいたし
ます。

出席委員会 齋藤重美委員長

ホビー委員会 沼尻克美委員長

出席率の向上という
ことで、年度計画書に
私ども出席委員会とし
てのお願いをかいてお
ります。特に、色んな
ご事情で例会を欠席す
る方にとって例会場の変更など、諸々の情報を早
めに流してさしあげることが出来たら、今まで以
上に出席率を上げることが出来ると思います。よ
ろしくお願いいたします。

本年度も野球やゴル
フといったホビー活動
を通じまして、会員相
互及び他クラブとの親
睦交流を深めロータリ
ーライフをより一層活
発で有意義なものとする事を目的として一年間頑
張りたいと思います。実施方法としてはゴルフコ
ンペを年3回予定しています。早速10月15日に地
区大会記念コンペを予定しています。また、全国
野球大会出場に向けての野球の練習や地区野球大
会への参加などを考えています。皆様、ご協力よ
ろしくお願いいたします。

親睦活動委員会 深澤圭司委員長
昨年と似たような事
業内容となっています
が、本年度から50周年
に関する事項といたし
まして、50周年を成功
させるべく親睦活動委
員会も積極的に動いていきますのでよろしくお願
いいたします。先ほど齋藤重美委員長から出席に
ついてお話しておりましたが、
出席率の向上ということで、本年度からクリスマ
ス例会を100%例会と企画いたしました。これは皆
様に会場に来ていただいて修正出席率とかではな
く実際の出席率を目指しています。皆様、ご協力
よろしくお願いいたします。

創立50周年記念事業実行委員長 富永建委員長
先日、来年3月16日の
記念式典会場として大
宮パレスホテルを会場
として確保してきまし
た。そして、事業計画
に書かれていますが、
全員参加の実行委員会を組織することを考えてい
ます。委員会の組織図は8月2日の例会に皆様に発
表する予定です。来年の3月16日大宮パレスホテ
ルで事業を行いますのでよろしくお願いいたしま
す。

プログラム委員会 渡邉清委員長
本年度プログラム委
員会では、会長の方針
を取り入れて会長がス
ムーズにロータリーの
一年間を過ごせるよう
なプログラムを考えて
います。島村会長も一生懸命プログラムを考えて
いますので、フォローそしてサポートに尽力した
いと考えています。皆様、ご協力よろしくお願い
いたします。
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欠席 欠席数
９
前々回確定
修正（％） ９２．３１

出席数 ２６
（％） ７４.２９
欠席数
３
（Ｍ・Ｕ） ３

スマイル ３１,０００円

発行元 KWS

ｂ
Ｃｌｕ Ａｇｅ

ｏｔａ
ｏ Ｒ ｒｙ

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

ｂ Ａ
Ｃｌｕ ｇｅ

ｏｔａｒｙ
ｏＲ

