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月末のお忙しい中、本日はお集まりいただきありがとうござ
います。久しぶりにこの例会場にて例会を本日開いております
。
先々週は大宮中央ロータリークラブとの合同例会を行いまし
た。そして先週はIMということで日時・場所も変えて振替例会
となりました。多くの皆様にご参加していただき誠にありがと
うございます。
特に合同例会では準備そして会場の受付などパスト会長の皆
様にも大変お世話になりました。合同例会、IM共に盛大に開催
することができました。重ねて御礼を申し上げます。
本日は結婚・誕生祝いの後に50周年についてお話をいただく
予定です。本日含め50周年式典までの間の例会では50周年に向
けてのお時間を渡邉プログラム委員長に組んでいただいており
ます。
本日は上尾ロータリークラブの在籍の長い武重パスト会長、
岡野パスト会長、大塚信郎パストガバナーに短い時間でありま
すが、「50周年にむけて」というテーマでお話をいただく予定
です。
50周年の準備も着々と進んでおります。50周年式典まであと
僅かとなりますが、私からは皆様にご協力をお願いするだけで
ございます。是非よろしくお願い申し上げまして、会長挨拶と
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。

３月１４日 会員卓話
３月２１日 ５０周年記念式典に振替
（例会場・時間変更）
３月２８日 ５０周年式典を振り返って
（例会場・時間変更）
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誕生祝い

幹 事 報 告
齋藤博重幹事

誕生祝い 岡野晴光会員

◆2月12日の合同例会では総勢304名登録をいただ
きました。集まった登録料につきましては全て
拉致被害者の会へ寄付いたしました。参加され
た会員の皆様ありがとうございました。
◆本日、鴻巣水曜ロータリークラブさん企画のウ
ォーキングイベントのチラシをお配りしており
ます。
◆4月10日に第5グループのゴルフコンペが開催さ
れます。1クラブ8名以上の参加をお願いします
ときておりますので、お時間のある方は是非、
ご参加よろしくお願いいたします。

2月1日生まれで76歳になりました。私の同級生の
3分の1は他界されていて私が80歳くらいになるとお
そらく半分くらいに減るのではと思っています。去
年親しい友人を無くしてがっくりしていましたが、
少し立ち直ってきました。皆様もお体をご自愛して
いただきたいと思います。本日はありがとうござい
ました。

委員長報告
50周年記念実行委員会 富永建委員長
3月16日の式典ですが
、当クラブからは奥様
を含め総勢50名そして
全体での参加が125名を
予定しております。3月
14日の例会ですが、式
典2日前となっておりますので例会の時間を式典
のリハーサルとして開きたいと思います。是非、
ご協力よろしくお願いいたします。

誕生祝い 富永建会員
私も70歳になり同級生の1割は間違いなく他界し
ております。以前は66歳を目標としておりましたが
、70までくるとあと5年は生きたいなと思っていま
す。終生ロータリアンとして現役でいたいと思いま
す。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとう
ございました。

誕生祝い 渡邉清会員
みなさん、誕生祝いあ
りがとうございます。本
日は50周年についてのお
時間がありますので次回
長くお話したいと思いま
す。誕生祝いありがとう
ございました。

５０周年にむけて

ゲスト挨拶
米山記念奨学生 周京梅さん

武重秀雄会員

みなさん、こんばんは
2月1日〜17日の間、中国
へ一時帰国しました。久
しぶりの帰国で凄く楽し
むことが出来ました。先
日、論文の発表を行いま
してその合否の発表は3月5日になります。結果につ
きましては、また例会にて発表したいと思います。
本日は中国のお土産がありますので、お帰りの際お
渡ししたいと思います。ありがとうございました。

50周年も間近に迫って
きてまず一番の古株であ
る私に上尾ロータリーに
ついてお話してほしいと
の依頼がありましたので
、本日お話させていただ
きます。ご存知かと思いますが、上尾ロータリーク
ラブが発足したのが昭和38年3月16日でございます
。この時は大宮ロータリークラブの子クラブとして
上尾ロータリークラブ、大宮西ロータリークラブ、
岩槻ロータリークラブがその年度に生まれました。
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そして、この3クラブでチャーターナイトを行い
ました。昭和38年は世界的に大きな事件がありま
して、ケネディ暗殺、力道山の刺殺事件、鉄腕ア
トム、舟木一夫の「高校3年生」が流行った年で
す。またこの時の地区はとても範囲が広く東京、
千葉、神奈川、山梨、静岡、埼玉が358地区とし
て扱われていました。その年の9月26、27日に埼
玉県で地区大会が開催されました。その時の来賓
にはアメリカのライシャワー大使を筆頭にそうそ
うたるメンバーでした。また、特別来賓として皇
太子殿下がいらっしゃいました。これは凄い事で
直接皇太子殿下からもお言葉を頂戴したそうです
。それから13年後に私は入会しました。その当時
のロータリークラブは世間からとても注目されて
いて簡単には入会できない状態でした。現在は若
い人がなかなか入会してくれないという難しい時
代です。一番会員が多かった時期は70名を超えて
おりました。本日はあと2名の方にお話していた
だく予定ですので、ここまでにしてロータリーク
ラブは本当に素晴らしい組織だと少しでも感じて
くれたら幸いです。ご清聴ありがとうございまし
た。

岡野晴光会員
私が入会した時は19代
会長竹内さんの時です。
当時もそうそうたるメン
バーがいて上尾工業の加
藤さんから勧められてロ
ータリークラブに入会し
ました。上尾ロータリークラブは商工会議所と密接
な繋がりがあって、歴代の商工会議所の会頭はすべ
て上尾ロータリークラブに在籍していた方です。私
は現時点で一番古い会長経験者だと思います。私の
先輩会長はほとんどが他界されていて少し寂しいで
す。私が思うにもう上尾ロータリーは次世代の時代
になったのかなと思います。このクラブには若い人
がたくさんいますので、これからも盛り上げていた
だきたいと思います。私からは周年記念について少
しお話したいと思います。私は20周年記念の時に記
念誌の編集をさせていただきました。

その時は帝国ホテルで開催されました。25周年記
念では私が幹事でした。やはりロータリーの記念
事業には幹事が要なので、齋藤博重幹事には頑張
って欲しいと思います。本年は50周年というとて
も大きな区切りになる年だと思います。皆さんで
心合わせて取り組んで欲しいと思います。
先ほど富永さんが仰っていましたが、私も終生
ロータリアンとして頑張りたいと思いますご迷惑
をお掛けすると思っていますが、よろしくお願い
いたします。ご清聴ありがとうございました。

大塚信郎会員
私がこの上尾ロータリ
ー入会させていただいた
のは1981年です。その時
の紹介者は飯田実さんで
す。その当時会長幹事が
新会員を推薦できないと
いう決まりがありました。当時は会員の中で一人で
も入会反対者がいた場合は、入会する事が出来ませ
んでした。その為、会長幹事が推薦して一人でも反
対者が出た場合、推薦した会長幹事に対して罷免だ
と思われるからです。それだけ当時の入会は厳しか
ったです。私も36代目の会長をやらせていただきま
した。35周年が終わった後で特に大きなやる事がな
かったので、チャリティコンサートを開催いたしま
した。その収益金で円山公園に記念植樹をしました
。そこに木製の立て看板を作りました。5年もすれ
ば朽ちるだろうと言われていましたが、その後見に
行くと上尾市がステンレスの物に作り替えてくれて
いてピカピカになっていました。つい最近も見に行
って来たのですが、ステンレスが錆びて書いてある
文章がまったく読めない状態になっていました。私
達が50年間やってきた記念事業に対してある時はそ
の作った物を綺麗にしているか円山公園の看板は朽
ちる事を願って作ったのでいいのですが、上尾市役
所の5周年の石碑はまだ綺麗な形で残っています。
こうやって作った物の点検・維持も必要かなと感じ
ております。まとまらない話で申し訳ございません
が、お時間がありますのでここまでとさせていただ
きます。ご清聴ありがとうございました。
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■島村会長 合同例会、IMありがとうございました。50周年まであ
と3回の例会です。よろしくお願いします。
■関口副会長 ご結婚・お誕生日おめでとうございます。卓話あり
がとうございます。
■齋藤博重幹事 結婚・誕生おめでとうございます。先輩方お話あ
りがとうございます。
■富永会員 人生７０古来稀なり 近年ザラなり
■齋藤重美 少し良いこと有り
■岡野会員 卓話よろしく
■渡邉会員 誕生祝いありがとうございます。
■大塚信郎会員 よろしく
■武重会員 卓話お聞きいただきありがとうございました。
■井上会員 卓話ありがとう
■村岡会員 卓話ありがとう
■吉川会員 先輩、お話ありがとうございました。
■名取会員 卓話ありがとうございます。
■尾花会員 50周年成功させよう
■小林会員 結婚・誕生祝いの皆様おめでとうございます。
■大木会員 結婚・誕生の皆様おめでとうございます。50周年成功
させよう。
■長沼会員 50周年記念式典を成功させましょう
■宇多村会員 卓話ありがとうございました。

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
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