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会長あいさつ

島村 健会長

みなさん、こんばんは先週の例会は、地区大会に振替例
会にいたしましたが、多くの会員の皆さんの参加をいただ
きましてありがとうございました。
一日目は、会長幹事、五大奉仕委員長と指導者育成セミ
ナー、新世代・学友交流会、そして夜にはRI会長代理ご夫
妻歓迎の晩餐会に参加いたしました。また、米山記念奨学
生の周さんにも参加していただきました。
二日目は、地区大会本会議が12時15分着席で17時45分ま
でそして懇親会まで参加いたしました。二日目はガバナー
の挨拶の中で50周年を迎える当上尾クラブの紹介をしてい
ただきました。
また、クラブ紹介では第五グループの会長全員と登壇しま
して第五グループの皆様から多くの声援をいただき大変心
強く感じました。
話は変わりまして本日は、今年度第一回目の上尾ロータ
リークラブのゴルフコンペを大宮ゴルフコースで開催いた
しました。
天候にも恵まれとてもいいプレイをすることが出来まし
た。ホビー委員会の沼尻委員長ありがとうございました。
また、参加いただきました皆様に御礼申し上げます。
来年もコンペを開催する予定ですので、その際はまた多
くの皆様にご参加いただければと思います。
本日は50周年についての時間をいただいております。渡
邉プログラム委員長のお計らいで、毎月一回この50周年に
ついてのお時間をいただいております。先月もお時間をい
ただきましたが、少し時間が足りなかったと思いますので
本日の会長挨拶は以上とさせていただきます。本日も例会
よろしくお願いいたします。
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幹 事 報 告

委員長報告

齋藤哲雄副幹事

ホビー委員会 沼尻克実委員長

齋藤博重幹事療養中の為、本日は私が幹事報告さ
せていただきます。
◆12月6日の例会ですが、職業奉仕の研修移動例
会となっております。集合が上尾駅東口に9時
30分です。ご参加の方はお間違いのないようよ
ろしくお願いいたします。
◆12月22日13時よりラフレさいたまにて、米山記
念奨学部門の感謝のつどいが開催されます。出
席予定の方は会長、米山記念委員長、米山カウ
ンセラー、米山記念奨学生の周さんです。よろ
しくお願いいたします。
◆地区大会の1日目にインターアクト部門で募金
活動を行いました。こちらは東日本大震災復興
支援目的として行われました。当日は上尾高校
のインターアクト部の皆さんにもご協力いただ
きました。この募金活動による報告をさせてい
ただきます。募金合計が10,337,732円です。ま
た、大口寄付として大宮西ロータリークラブよ
り30万円の寄付がございました。皆様ご協力あ
りがとうございました。
◆2015〜16年度のガバナーノミニー候補者の推薦
について地区から届いております。
◆リスボンの国際大会についてですが、多くの会
員の皆様に参加していただきたいと思います。
12月15日の締め切りまでにお申込みいただきま
すと256ドルで参加することが出来ます。皆様
のご参加よろしくお願いいたします。
◆来年の1月26日に浦和中学高等学校にて、イン
ターアクト協議会及び韓国訪日団の歓迎会が行
われます。関係者の方は日程の調整よろしくお
願いいたします。
◆本日、ロータリーの友をお配りしております。
12月は家族月間となっております。その中に当
地区の投稿がございます。是非、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、第一回上尾ロ
ータリークラブゴルフ
コンペが大宮ゴルフコ
ースで開催されました
。参加してくださった
方、本日はお疲れ様で
した。本日は天候に恵まれましてゴルフを通して
さらなる親交を深められたのではないかと思って
おります。来年もコンペの開催を企画しておりま
すので、またよろしくお願いいたします。

親睦活動委員会 宇多村海児副委員長
親睦活動委員会より
深澤委員長に代わりま
してご報告させていた
だきます。来月の12月
20日18時30分よりクリ
スマス例会開催いたし
ます。また、出欠の締め切りが12月8日となって
おります。お返事をいただけてない方は、お早め
にご連絡いただけますようよろしくお願いいたし
ます。深澤委員長をはじめ100%例会になるよう委
員会一同張り切っております。よろしくお願いい
たします。

結婚・誕生祝い

結 婚 記 念 日
お め で と う

岡野 晴光会員
名取 勝会員
須田 悦正会員

尾花 正明会員
沼尻 克美会員
古賀 昇会員
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お 誕 生 日
お め で と う

武重 秀雄会員
名取 勝会員
長沼 大策会員

参加よろしくお願いいたします。また、招待者の件
についてですが尾花会員にお願いしまして招待者の
リスト案を作成していただきました。これからリス
ト案を元にして出来れば年内に招待状の発送の準備
をしたいと思います。当時の式典に関して人員割り
振りについては渡邉会員にお願いしたいと思います
。記録に関しては当然50周年だけではなくてその前
後の行なった事業等を記録に残していければと考え
ております。本日は急な委員会開催のご案内でござ
いますが、是非ご参加よろしくお願いいたします。
また、この委員会で決まったことなどは是非、了解
していただきたいと思います。ご協力よろしくお願
いいたします。

尾花 正明会員
細野 宏道会員
吉野 丈朗会員

50周年について

50周年実行委員会 細野宏道副実行委員長

50周年実行委員会 富永建委員長
私からは2点お話させ
ていただきます。その
他につきましては、副
実行委員長からお話が
あると思いますので割
愛させていただきます
。まず、3月16日の式典の件ですが午餐会か晩餐
会かというご質問がありましたので、まずこちら
についてお話させていただきます。当日は終了が
15時30分を予定しておりますので午餐会という形
になります。また、当初、岩槻RC、大宮西RCと
共に50周年事業を行なったらどうかとのお話もあ
りましたが、今回は上尾RC単独で開催させていた
だきます。ご了承のほどよろしくお願いいたしま
す。その他は副実行委員長より発表していただき
ます。ありがとうございました。

50周年実行委員会 神田博一副実行委員長
まず、突然で申し訳
ないのですが12月3日に
記念式典と記録委員会
の方にロータリー事務
局に集まっていただき
たいと思います。当日
、17時から委員会を開きたいと考えております。
大変急で申し訳ないのですがご都合のつく方はご

続きまして記念事業委員会ですが村岡委員長に色々
とお願いしております。記念事業委員会としまして
は前回の例会におきまして記念事業のアンケートを
皆様にお願いいたしました。そのアンケートの結果
を本日村岡委員長に報告していただきたいと思いま
す。よろしくお願いいたします。
また、今回のご報告は記念事業委員会の委員会を
開催して事業委員会の意見をまとめ、そしてそれを
踏まえて全員の意見を聞きそれを委員会に持ち帰っ
た形になります。と言いますのもアンケートの後、
上尾市長に島村会長と富永実行委員長がお伺いしま
した。そして上尾ロータリーとして50周年迎え記念
式典を開催します旨を伝え、その中で行政として上
尾ロータリーに要望がありますか？とお聞きしてき
ました。上尾ロータリーとしてしたい事、また行政
として上尾ロータリーにお願いしたいことがあると
思います。現時点では上尾市からの要望そして上尾
ロータリーから提案等は明確に決まっておりません
ので雑駁ですが現時点でのご報告とさせていただき
ます。

50周年記念実行委員会 記念事業委員会
村岡武仁委員長
過日の例会でアンケー
トを皆様にお願いいたし
ました。そのアンケート
の結果を報告させていた
だきます。内容が被るも
のもありますが、いただ
いたアンケートの結果をそのまま述べさせていただ
きます。「スポーツもいいけれども音楽的、文化的
な事業を開催してほしい」、「上尾駅周辺のペデス
トリアンデッキにベンチを寄贈」、「スポーツ少年
少女達に対して、上尾ロータリークラブを冠とした
大会を開催、これは単発ではなく継続的な事業とし
て続けられるのではないか」、「50周年の記念講演
会」、「スポーツ団体へのなにかしらの支援」、「
青少年に対しての講演会」、「ベンチの寄贈等で目
に見える取り組みをしよう」

まず記念誌委員会で
すが、大塚崇行パスト
会長に委員長をお願い
しております。本日、
欠席でございますので
、私が代わりに報告さ
せていただきます。記念誌に関しましては当上尾
ロータリークラブのメンバーであるB‑wishさんに
お願いをすると決まりこれまでの記念誌のデータ
をデジタル化してもらう作業をしていただいてお
ります。
皆様には10月25日に50周年記念誌発行にあたっ
てのお願いという資料を配布しております。記念
誌の中に大体ですがA4の1/3のスペース設けて全
会員の皆様の写真や文章を掲載したいと思います
。12月の第2回目の例会にて掲載する文章の文字
数そして写真の提出期限をお知らせいたします。
記念誌は今のところ3月の記念式典の内容を含め
ての発行になりますので6月発行を予定しており
ます。スケジュールといたしましては12月〜1月
くらいまで皆様の情報をいただくという形で進め
させていただきます。以上が記念誌委員会の報告
になります。また、上尾市のことについても記念
誌に掲載予定しております。これにつきましては
行政の方とお話をしてほぼ固まりつつありますの
で、近いうちに皆様に発表出来ると思います。

「交通安全に寄与する交通標識などの提供」、「上
尾高校への図書などの寄贈」、「上尾駅東口に何か
しら物を寄贈する」、「少年少女達に夢と希望をイ
メージしたモニュメントを作って提供」、「上尾メ
ディックス（バレーチーム）への支援」、「バスケ
ット男子日本代表主将を顕彰して折茂武彦杯もしく
はバスケット教室を開く」、「市民憲章を刻字した
モニュメントを上尾市に提供」など様々なご提案が
ございました。細野副委員長が申し上げましたが市
役所側とは実行委員長、副実行委員長がお会いして
形に残るものがどうかというニュアンスがありまし
たので、単独でどこかに贈るのではなく受け取って
いただける上尾市に要望をいただいたり、こちらの
要望をお伝えしたりして現在のところかなり流動的
でございます。概ね形に残るものが良いというご意
見の中から伺われると感じております。アンケート
のご協力ありがとうございました。
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■島村会長 今月の結婚・誕生祝いの皆様おめでとうございます。50周年
よろしくお願いいたします。
■関口副会長 結婚・誕生おめでとうございます。
■齋藤哲雄副幹事 地区大会お疲れ様です。結婚・誕生おめでとうござい
ます。50周年にむけよろしくお願いします。
■名取会員 結婚・誕生ありがとうございます
■尾花会員 結婚・誕生祝いありがとうございました。
■武重会員 誕生祝いありがとうございます。
■細野会員 58歳になりました。50周年よろしくお願いします。
須田会員 古賀会員 沼尻会員 富永会員 神田会員 横山会員
藤村会員 小林会員 渡邊会員 吉川会員 長沼会員 岡野会員
萩原会員 歌多村会員 野瀬会員 深澤会員
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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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