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行事予定
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

本日は、早朝より暑い中献血活動にご協力していただきましてあり
がとうございます。社会奉仕委員会の藤村委員長には準備等いろいろ
とお世話になりますがよろしくお願いいたします。さて、話は変わり
まして昨日は、上尾ロータリークラブの第1例会にお越しいただきま
した。川口南RCの例会に齋藤幹事、久保田委員長、深澤委員長とお礼
を兼ねて出席してまいりました。川口南RCさんは、28名と少ないこ
ともありますが、例会主題の前にニコニコの報告があったり近況報告
などがあり、やはり他のクラブの例会に参加すると次第や進め方が違
っていて新鮮さを感じる事ができました。また、参考にしたいと思う
部分も多々ありますので、検討したいと思っています。
さて、先週の例会のスマイル報告で渡邉委員長よりあと11ヶ月と励
ましをいただきました。ありがとうございます。7月は何がなんだか
分からないうちに、本当にあっというまに過ぎましてもう8月になり
ました。
そして、ロンドンオリンピックが開催しました。連日日本選手の応
援で、寝不足の方も多いと思います。皆様もいろいろと感じるところ
があると思いますが、以前ある映画でのセリフで、イギリスには偉大
なものがある。「シェークスピア、チャーチル、ビートルズ、ショー
ン・コネリー、ハリーポッターそれにベッカムの右足」ととてもユー
モアいっぱいのセリフです。これらは世界中に愛されていますし、イ
ギリス人が誇りにもっていると思います。開会式にはイギリスの歴史
と文化が、その偉大なものがほとんど表現されていたのが印象的でし
た。007のジェームズ・ボンド、元ビートルズのポール・マッカート
ニーの登場もありましたが、今年は007シリーズ、ビートルズが50周
年の年になります。それぞれの記念イベントもあるそうです。先日、
参加した新世代部門セミナーでもインターアクトが今年設立50年そし
て、上尾ロータリークラブも50年です。本日は、富永50周年実行委員
長に50周年についてお話をしていただきます。どうぞ、よろしくお願
い申し上げ本日の会長挨拶とさせていただきます。
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５０周年について

幹 事 報 告
齋藤博重幹事

創立50周年記念事業実行委員会 富永建実行委員長

◆8月4日に米山記念部
門セミナーが開催さ
れます。会長そして
大塚パスト会長、須
田委員長、周さんの4
名で出席していただ
く予定です。よろしくお願いいたします。
◆8月11日に管理運営部門セミナーが開催されま
す。会長、齋藤哲雄副幹事に出席していただく
予定です。よろしくお願いいたします。
◆大宮自衛隊協力会から富士総合火力演習見学会
のご案内が来ております。10日が締め切りとな
っております。ご興味のある方はご一報くださ
い。登録の手続きをいたします。
◆本日、お配りしたロータリーの友にて地区の
関連行事が掲載されておりますので、ご一読い
ただきますようよろしくお願いいたします。
◆本日、関口副会長は留学から帰国する久井さん
のお迎えに行く関係で欠席となっております。
ご了承のほどよろしくお願いいたします。

50周年の事業につい
てご報告したいと思い
ます。本日、お手元に
50周年実行委員会の組
織図と上尾ロータリー
クラブの各周年事業の
記録誌をお配りしております。
今回のこの実行委員会で相談役として上尾ロータ
リーに長く在籍しております。武重会員、岡野会
員、大塚信郎会員、吉川会員の4名に相談役をお
願いしております。
この50周年事業を進めるにあたって神田副委員
長、細野副委員長とご相談をさせていただきなが
ら実行委員会の組織図を作成いたしました。これ
は全員の方に参加していただくという考えなので
、35名全員に各ポストについていただくつもりで
す。
私が思う中で一番大変だと思うのは、記念誌作
成になると思います。45周年以降の会長経験者の
方にはこの記念誌委員会に参加していただきまし
て、記念誌に載せる資料の収集そして作成に協力
していただきたいと思います。この組織図は私ど
もの方で割り振りをさせていただきました。もし
、委員会の構成について気になる点等ありました
ら私もしくは副実行委員長にお話いただければ対
応したいと思います。
もう一枚の資料に現在までの上尾ロータリーク
ラブ周年事業の資料をお配りしております。10周
年から50周年までございます。私が周年事業に参
加し始めたのは25周年からでして、このお祝いの
事業は全員参加ですが、ロータリーのお祝いとい
うのはご夫婦で毎回ご出席をいただいております
。是非、来年の3月16日会員の方はもちろんでご
ざいますが、奥様ご同伴でご出席いただきお手数
ですが、式典のお手伝いをお願いしたいと思いま
す。今後は3月16日までプログラム委員長の渡邉
委員長のお計らいで、あと2回ほど50周年事業に
関してのお話をする時間をいただく予定です。

委員長報告
大塚崇行パスト会長
本日の夜開催する慰
労会のご案内をさせて
いただきます。本日、
夜6時から恵比寿亭さん
にて名取直前会長を慰
労する会を開催いたし
ます。参加人数は19名となっております。楽しい
会を開きたいと考えております。皆様よろしくお
願いいたします。
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行事の遂行状況はその都度ご報告させていただき
ます。
本日は煮詰まった内容をあまりお話できません
でしたが、今後は委員会などを開き内容を詰めて
いきますので、皆様ご協力よろしくお願いいたし
ます。

今後は具体的な内容を皆様にお話したいと思いま
す。よろしくお願いいたします。
50周年記念事業実行委員会 細野宏道副実行委員長

周年というのはロー
タリークラブだけでは
なくて、様々な団体で
周年事業や記念誌を作
成したりします。今回
、50周年を迎える上尾
ロータリークラブの記念誌は創立から現在までの
歴史を追う内容になると思います。それは、上尾
ロータリークラブの過去の記念誌は全てそれまで
の歴史を振り返る内容が掲載されています。
本日、実行委員長から記念誌委員会、記念事業
委員会、記念式典委員会、記念委員会のメンバー
が発表されました。この中で私が担当する委員会
のメンバーの皆様にはお集まりいただき記念作成
にあたっての方向性などを決める会合などを開い
て、皆様の意見を拝聴したいと思います。
ひとまず私が考えているのは50年間の会長そし
て人事の一覧などを掲載したいなと考えています
。本日、実行委員会の組織図をお配りしたばかり
なので、細かいことは今後皆様と意見交換しなが
ら進めていきたいと思います。上尾ロータリーク
ラブが過去作成した記念誌は私の見る限りとても
立派な記念誌を作っています。この過去作られた
記念誌を参考にして作りたいと思います。
今回の記念誌作りで過去の物と変わる面を挙げ
ますと45〜50周年の間で、上尾ロータリークラブ
から初めてガバナーを輩出しました。これは今ま
での記念誌の中にはなかった内容ですので、それ
も取り上げていくべきだと考えています。
大まかなスケジュールとしては検討を本年の秋
にして、来年の記念式典までに大まかな構成を作
り、来年の6月までにこの記念式典を盛り込んだ
記念誌を発刊したいなと考えています。まだ、こ
の作成スケジュールも私の中で考えていることな
ので、うまく事が進むかなと不安を感じています
。また、もう一つの不安要素としてこの記念誌作
成はどのように作るのかという点です。

50周年記念事業実行委員会 神田博一副実行委員長

私の担当は記念式典
と記録が担当になって
おります。50周年の事
業方針と内容を出来る
だけ早い段階で大枠だ
けでも会長から指示を
出していただければと考えています。それだけで
実行委員会の動きが良くなると思います。予算に
ついても各担当する委員会によって必要な予算等
があると思います。この50周年は誰の為にやるこ
となのか、特に式典においても私達のクラブがお
陰様で50周年を迎える事ができましたと言うと共
に会員の皆様が主役であって欲しいと思います。
多くの来賓も来ていただき祝っていただけると
思いますが、私達が来賓をおもてなしするだけで
はなく、会員の皆様がこのクラブの会員で良かっ
たなと思えるような式典にしたいです。
記録と方法として映像等で残すことができます
が、予算そして過去の記録内容を見て参考
にしていきたいと思います。先ほど富永実行委員
長から宮古島ロータリークラブについてお話があ
りましたが、50周年だからと言って、昨年の上尾
祭りと同様に友好クラブ或いは姉妹クラブに対し
てこちらから望むばかりではなかなか提携するこ
とは難しいのかなと思います。その辺を含め会長
、実行委員長で話をしていただきまして決まった
内容を私達で取りまとめて実行に移していきたい
と考えています。
私からのお願いといたしましては、式典におい
て全てのメンバーが夫婦で参加していただき50周
年の記念と喜びを分かち合える式典が出来ればい
いなと考えています。
私の方からお話できる内容はまだ少ないですが

手作りで作るのかもしくは有償で作成をお願い
するのかの2つになると思います。ただ、はっき
り申し上げますと手作りは難しいのかなと思って
います。
そうしますと業者さんにお願いする形になると
思いますが、現時点で予算が確定していませんの
で、これまでの過去の潤沢な予算と比べますと厳
しい予算になってくると思います。そういった中
でどういう風に工夫をしながら、皆様の満足でき
る物が出来るのかが課題になると思います。
本日は50周年に関わる第1回目の発言の機会を
設けていただきました。先ほど神田副実行委員長
申し上げておりましたが、まだ人選が決まったば

かりで委員会を開いての会合はしておりませんの
で、本日は私個人の思いをお話させていただきま
した。50周年を歩んできた歴史の中にはどうして
も上尾市というものが、私の頭には浮かんできま
すので、何ページかは上尾市の写真などを掲載し
たいなと考えています。拙い内容ですが私の発表
とさせていただきます。皆様よろしくお願いいた
します。
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■島村会長 献血ご協力ありがとうございます。50周年よろしくお願

■樋口会員 暑い中、献血お疲れ様です。50周年よろしくお願いしま

いいたします。

す。

■齋藤博重幹事 富永実行委員長50周年よろしくお願いいたします。

■藤村会員 卓話ありがとうございます。

■関口副会長 成田に久井さんを迎えに行って来ます。

■深澤会員 卓話ありがとうございます。

■齋藤哲雄副幹事 50周年に向けて皆様方のご指導・ご協力よろしく

■野瀬会員 卓話ありがとうございます。

お願いいたします。

齋藤重美会員 神田会員 小林会員 井上会員 古賀会員

■富永会員 50周年よろしく

宮島会員

■大塚信郎会員 今月もよろしく
■名取会員 50周年を盛大に
■村岡会員 富永実行委員長よろしくお願いいたします。
■吉川会員 祈・50周年記念行事の大成功
■渡邉会員 今月もSAさんよろしく
■大木会員 暑いです。ご自愛ください
■細野会員 50周年皆さんで盛り上げましょう
■大塚崇行会員 50周年皆で成功させましょう
■須田会員 ありがとうございます。
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例会日 毎週木曜日 12：30〜13：30
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