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行事予定
8月9日 理事会
結婚・誕生祝い
8月16日 定款の規定により休会
8月23日 早朝例会
（例会場・時間変更）
8月30日 納涼例会
（例会場・時間変更）

会長あいさつ

島村 健会長

先週もお話しましたが、7月22日の打ち水大作戦を行いました。当
日は上尾高校の校長先生、インターアクト部の皆さん、上尾西RC、上
尾北RCの皆さんにも参加していただきました。気温が25度と打ち水
としてはあいにくの天気でしたが、盛大に開催することが出来ました
。皆様、ご協力ありがとうございました。短い時間でしたが、各クラ
ブの会長さん、上尾高校の校長先生からも挨拶をいただき、一体とな
って、交流を図ることが出来ました。また、この活動の準備をしてい
ただいた新世代インターアクト委員会の宇多村委員長大変お疲れ様で
した。この打ち水大作戦終了後には、上尾北RCさんと合同で反省会と
意見交換を行いました。非常に有意義な時間を過ごすことができまし
た。重ねて御礼を申し上げます。
同じ日の22日は青少年交換留学生のベッキーが帰国する日でして、
大塚パスト会長、関口副会長、加藤パスト会長家族、私を除く私の家
族で成田にお見送りにいきました。参加してくれた皆さんありがとう
ございました。
ニノ君、ベッキーさんを一年間近くカウンセラーそしてホームステ
ィ先としてお世話になりました。大塚パストガバナー。大塚パスト会
長には大変お世話になりました。またホームスティ先として名取直前
会長、加藤パスト会長、事務局の久井さん宅には大変お世話になりま
した。
私の家でも約3ヶ月ベッキーさんを受け入れましたが、私はあまり
交流をすることができず女房と子どもにまかせっきりでした。いろい
ろと苦労もあったと思いますが、今は急に居なくなって寂しい気がし
ています。貴重な経験ができ、本当に良かったと思います。あらため
てロータリークラブに感謝を申し上げたいと思います。
また、来週の8月2日には、久井愛未さんが帰国をいたします。ただ
例会日と重なっていますので、出迎えには行けませんが、後日例会で
時間を取りまして帰国報告をお願いしたいと思います。
本年度も月の最終例会は夜間例会を予定しています。親睦活動委員
会で、例会後の設営を企画していただけるとのことですので、お時間

AGEO ROTARY CLUB
のある方はご参加よろしくお願いいたします。
本日は増強のお話ということで、村岡委員長に
会員増強部門セミナーの報告をしていただきたい
と思っています。小規模クラブには合併を進める
ようにと耳にするようになりましたが、そうなら
ないために今年一年会員を40名にするよう頑張っ
て活動をしたいと考えています。本日も例会よろ
しくお願いいたします。

幹 事 報 告
齋藤博重幹事
◆本日、皆様に大塚年度に作った入会案内をお配
りしております。まだ多数事務局に方にござい
ますので、会員増強に有効に使っていただけれ
ばと思います。よろしくお願いいたします。
◆地区のホームページに会員の情報を入力してほ
しいと来ております。お手数ですが、各自登録
していただきますようよろしくお願いいたしま
す。
◆7月28日に新世代セミナーが開催されます。島
村会長、宇多村委員長、深澤副委員長の3名で
参加申し込みをしております。よろしくお願い
いたします。
◆8月の受付当番は川島会員、細野会員、須田会
員となっております。よろしくお願いいたしま
す。

新世代インターアクト委員会 宇多村海児委員長
先ほど、会長幹事か
らお話がありましたが
、去る22日の土曜日に
北上尾駅西口にて打ち
水大作戦2012を開催い
たしました。会長をは
じめご参加をいただけた会員の皆様、本当にあり
がとうございました。当日は打ち水をするに少し
涼しい天候でしたが、25度からスタートして打ち
水終えてしばらくすると23.5度まで下がっていま
した。多少なり効果はあったのかなと感じており
ます。ありがとうございました。

ゲスト挨拶
米山記念奨学生 周京梅さん
皆様こんばんは、夜
の例会に参加するのは
初めてになります。8、
9月は夏休みになります
ので、出来るだけ例会
に参加していきたいと
思います。最近はとても暑い日が続いております
。皆様、お体をご自愛していただけばと思います
。本日はありがとうございました。

誕生祝い

委員長報告

誕生祝い 大塚信郎会員

大塚崇行パスト会長

誕生祝いありがとう
ございます。63歳にな
りました。7月7日生ま
れです。今年は久しぶ
りに娘が帰ってきて誕
生祝いは自宅でするこ
とになりました。久しぶりの自宅で家族揃っての
誕生日だったのでとても思い出に残るいい誕生日
でした。本日は誕生祝いありがとうございました
。

来週の献血活動終了
後、18時から名取直前
会長を慰労する会を開
催いたします。皆様と
楽しい会を開きたいと
思います。皆様の多く
のご出席よろしくお願いいたします。
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誕生祝い 藤村作会員
誕生祝いありがとう
ございます。本日が誕
生日となります。ロー
タリーには同世代の方
がいらっしゃいまして
昭和42年生まれの方は
、先ほどお話された大塚崇行会員、宇多村会員そ
して私と3人います。いちよう3人ですがお二方は
早生まれなので学年は私よりひとつ上の学年にな
ります。学年が同じ方がいないかなと探してみま
したが、1人も居ませんでした。私の同世代の人
をもっと増やしていければと考えております。本
日は誕生祝いありがとうございました。

セミナー報告
会員増強維持委員会 村岡武仁委員長
6月15日に開催された
。会員増強維持部門セ
ミナーの報告をしたい
と思います。まず12‑13
年度の会員増強維持部
門委員長の染谷良雄さ
ん、会員増強維持部門諮問担当委員の大塚信郎さ
んにご出席をいただきました。そして島村会長、
齋藤幹事、私で出席しました。
少し、歴史を辿ってみると1905年に4人でロータ
リークラブが出来まして、その時以来増強活動は
ずっと続いております。各会長はこの永遠の課題
を必ず唱えて増強活動に励んでこられたと思いま
す。
上尾ロータリークラブも昭和38年に出来まして
、今年で50年を迎えます。50年間この会員増強の
命題を確実に守って今日の上尾ロータリークラブ
があります。今年は30年ぶりの日本人として3人
目のRI会長に就任しております。「奉仕を通じて
平和」をスローガンに掲げて本年度を迎えました
が、この「奉仕を通じて平和」の平和という意味
はそれぞれが心の中で描いている平和です。

必ずしも戦争がない事が平和ということではあ
りません。それぞれの心の中にある平和を推進し
ましょうという意味になります。
RI会長の方針といたしましては、2015年6月30
日までに130万人の会員数にしたいと目標を掲げ
ています。日本の会員数データを見ますと2000年
6月30日時点では12万864人で2012年3月末時点で
は8万8734人で単純に申し上げますと3万2130人
減っております。本年度地区ガバナー田中徳尚さ
んの方針では「ロータリーで素晴らしい出会いを
」をスローガンに本年度の地区増強目標を10年前
の3000人にしたいと掲げています。
2002年4月1日時点の地区会員数は3227人の会
員がいました。去年の4月1日時点の会員数は2504
人ということで723人減となっています。
大塚パストガバナーも仰っていましたが、増強
活動をして減っているということは、深刻な問題
です。皆様にはこの増強の意味をしっかりお考え
いただいて、情報をお集めいただきたいと思いま
す。
セミナーでは様々な意見が出ました。その中で
の意見を少しご紹介いたします。ひとつめは「増
強すると何がいいのか？」とありましたが、これ
に対しては「良い出会いがある」という意見がほ
ぼ全てのクラブの代表者が仰っていました。また
、「クラブの進化」と仰っている方もいました。
増強するという事は、やはり友人が増えることに
繋がると思います。
そして、クラブに入ることで、奉仕の喜びを実
感していただけるのではと思っています。奉仕の
喜びはやはり奉仕をした人でないと分かり得ない
事だと思います。
他の意見には、クラブに入ることで「他人や社
会に役立つ事を多く学ぶことが出来る」ともあり
ました。
また、私も感じていることですが「若い人から
アイデアを聞くことが出来る」などありました。
会員が増えればクラブとしてのメリットは多々あ
ります。会員を増やすことは今日述べたことだけ
で終わらず、まだまだいっぱいあると思います。

年度計画書に掲げていますが、私はこの50周年
の年度にふさわしい、恥ずかしくない増強活動を
出来ればと考えております。本日、お配りしてお
りますパンフレットなどを活用していただきまし
て増強へのご協力をよろしくお願いしたいと思い
ます。
非常に簡単ではありますが、セミナーのご報告
とさせていただきます。ご清聴ありがとうござい
ました。

出席 会員数 ３５
欠席 欠席数 １４
前々回確定
修正（％） ８５．７１

スマイル

出席数 ２１
（％） ６０
欠席数
５
（Ｍ・Ｕ） ４
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■島村会長

■村岡会員

村岡委員長、関口副会長セミナー報告ありがとうございます

会員増強についてご協力お願いいたします。

■齋藤博重幹事

■大木会員

村岡さんセミナー報告ありがとうございました。結婚・誕生祝いおめ

結婚・誕生祝いおめでとう

でとうございます

■吉川会員

■関口副会長

祝、なでしこJAPAN

結婚・誕生祝いおめでとうございます。

■須田会員

■齋藤哲雄副幹事

ありがとうございます。

結婚・誕生おめでとうございます。

■齋藤重美会員

■大塚信朗会員

村岡委員長卓話感謝

誕生祝いありがとうございます。

■武重会員

■宇多村会員

結婚・誕生祝いおめでとう

打ち水大作戦へのご参加、誠にありがとうございました。

■名取会員

■大塚崇行会員

明日は丑の日です

22日、日曜日ベッキーを見送って来ました。
神田会員 岡野会員 沼尻会員 尾花会員 藤村会員

■渡邉会員
島村会長残り11ヶ月ですね
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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

ｂ Ａ
Ｃｌｕ ｇｅ

ｏｔａｒｙ
ｏＲ

