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みなさんこんばんは、本日は式典出席中の島村会長に代わりまして私
が挨拶をさせていただきます。
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3月16日の50周年記念式典ならびに祝賀会はたいへん盛大に行われ
発 行 ２０１３年４月４日
順調にとり行われたと私は感じております。みなさんはいかがでした
でしょうか？いずれにしましても50年というのは大変な重みがありま
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して、この上尾ロータリークラブもチャーターメンバーの人達が苦労
幹 事
齋藤 博重
して後世に残していこうと努力されてきたと思います。
副会長
関口 和夫
私の家に35周年の記念誌がありまして、その当時の会員数は60名く
副幹事
齋藤 哲雄
らいでした。現在の会員数は35名です。とにかく50年間クラブ活動を
続けてきて現在チャーターメンバーはいらっしゃいませんが、この上
編集責任者・
尾ロータリークラブが上尾においてどういう位置づけなのかまた、こ
クラブ広報委員長
横山 泰史
れからどういった形にしていくのかが重要です。
もちろん今いるメンバーもそしてこれから入ってくる若いメンバー
ゲスト
がこのクラブを変えていくと思います。現在、ロータリーそのものが
米山記念奨学生
全国的に見てもITを利用したロータリークラブが出来たりと様子が変
周 京梅さん
わってきています。
いずれにしましても昨今では会員数を増やそうと活動しています。
このクラブがこれからどうなるのか分かりませんが50年続いたこのク
行事予定
ラブを大切にして引き続き55年、60年と続くように我々は努力してい
かなければなりません。
４月１１日 卓話
義務でやるのではなく楽しみながら続けるのが本来のロータリーク
（高橋良吉様）
ラブの在り方だと私は思います。本日は50周年式典事業が終わって、
４月１８日 卓話
式典及び祝賀会のみなさんの感想をお話していただきたいと思います
（古賀会員 宮島会員 長沼会員）
。本日も例会よろしくお願いいたします。
４月２５日 地区協議会報告
（時間変更）
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幹 事 報 告

ゲスト挨拶

齋藤哲雄副幹事

米山記念奨学生 周京梅さん

◆4月のロータリーレートは1ドル94円となってお
ります。
◆4月4日の献血活動の当番表をお配りしておりま
す。各会員のみなさまは時間帯の確認よろしく
お願いいたします。
◆本日、ロータリーの友についてのお願いが来て
おりまして、このロータリーの友をより深く読
み込んでくださいと来ております。1ページ目
には田中作次RI会長のメッセージがあります。
◆最後に3月16日に行われました創立50周年記念
式典及び祝賀会では皆様の多大なるご協力をい
ただきましてありがとうございました。

みなさんこんばんは
、先週の50周年記念式
典、祝賀会が順調に開
催されたことを心から
お祝い申し上げます。
50周年というのはとて
も重みがあると思います。私もこの式典に参加す
る事ができてとても嬉しかったです。本日は奨学
生としての最後の例会です。一年間あっという間
に過ぎてしまいました。奨学生になった事で研究
や勉強に集中することができました。先週、埼玉
大学大学院修士課程を卒業することが出来たのも
皆様のおかげです。奨学生になった事で、普通の
学生では体験できない事を体験する事ができまし
た。奨学生になって知り合いになった各分野で活
躍されているロータリアンや奨学生は私の今後の
人生において大切な宝になると思います。皆様と
お別れすると思うと大変寂しく感じます。このロ
ータリークラブの「奉仕を通して平和」を忘れず
頑張りたいです。一年間ありがとうございました

委員長報告
親睦活動委員会 深澤圭司委員長
みなさんこんばんは
、50周年記念式典お疲
れ様でした。本日は例
会終了後に50周年記念
式典の慰労会そして記
念誌作成の意見交換会
のお時間を設けました。お時間のある方はご参加
よろしくお願いいたします。

社会奉仕委員会 藤村作委員長
先ほど齋藤副幹事よ
りお話がありましたが
、来週4月4日に献血活
動を行います。朝10時
から夕方6時まで活動す
る予定です。皆様のお
手元に当日の当番表をお配りしております。時間
帯の確認等よろしくお願いいたします。皆様ご協
力のほどよろしくお願いいたします。

結婚・誕生祝い
結婚祝い 富永建会員
昭和48年3月17日に結婚しまして、今年で40年
目になりました。結婚した当時は国鉄のゼネスト
があり招待していた人達が披露宴に間に合わなか
ったという事が記憶にございます。今年は結婚40
年目そして上尾ロータリークラブでは50周年実行
委員長をさせていただきました。今後ともよろし
くお願いいたします。ありがとうございました。

結婚祝い 長沼大策会員
結婚11年目になりま
す。思い返せば結婚式
を挙げた式場はあるの
ですが、経営者が変わ
っていたりと目まぐる
しい世の中だなと痛感
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しております。個人的には一昨日上尾商工会議所
青年部を卒業いたしました。これからはロータリ
ー活動に専念させていただければと思います。あ
りがとうございました。

誕生祝い 大塚崇行会員
今年の3月で46歳にな
りました。今年は色々
と挑戦の年と銘打って
すでに6回ほどマラソン
大会に参加してきまし
た。その中で、一番記
憶に残っているのは東京マラソンで、今年で7回
目の開催になるのですが、初めて参加する事がで
きました。このマラソンでは自己ベストの3時間
37分を記録しました。私の中では前年度と比べる
と12分ほど早く走る事ができとても満足しており
ます。また、6月には100キロマラソンに参加しよ
うと考えております。誕生祝いありがとうござい
ました。

誕生祝い 齋藤哲雄会員
昭和34年3月26日生ま
れで54歳になりました
。ロータリークラブに
入会させていただいて5
年目となりますが、そ
の間いろいろな方たち
からご支援を頂いて、議員をさせていただいてお
ります。最近では少し例会の欠席する事が多くな
ってきており、多分にご迷惑をお掛けして申し訳
ございません。先日行われた50周年記念式典でも
準備段階において積極的なお手伝いが出来なかっ
た事に対して非常に反省をしております。皆様の
ご協力により盛大な式典、祝賀会を開催できた事
に感謝を申し上げたいと思います。今後、幹事の
役を仰せつかりますので、皆様方にはいろんな形
でご支援とご協力をいただきながらロータリー活
動に邁進していきたいと思います。誕生祝いあり
がとうございました。

５０周年記念式典を振り返って
島村健会長
みなさんこんばんは、
50周年記念式典と祝賀会
では大変お世話になりま
した。特に式典では富永
実行委員長、神田副実行
委員長、細野副実行委員
長そしてなりよりも渡邉会員には式典の準備から当
日までご尽力いただき大変ありがとうございました
。3月16日以降、毎週のように周年事業が各クラブ
で行われております。先週は大宮西ロータリークラ
ブ、本日は上尾西ロータリークラブの40周年、来週
は岩槻ロータリークラブの50周年ということで4週
続きます。50周年記念式典に関してはとても素晴ら
しい式典だったと評価されております。いずれにし
ましても皆様には大変お世話になりました。重ねて
感謝を申し上げまして一言御礼の挨拶とさせていた
だきます。ありがとうございました。
創立50周年記念事業実行委員会 富永建委員長
島村会長そして名取直
前会長からお話がありま
したが、先般の50周年記
念式典そして祝賀会では
大変皆様のご協力により
成功裏に終了出来ました
ことに対しまして厚く御礼を申し上げます。成功に
終わった要因としてはやはり皆様の協力無しではこ
のように成功に終えることが出来なかったと思いま
す。会員そして会員の奥様方によりますお出迎えか
ら始まりまして終了までスムースに式典を進めるこ
とができました。予定されたスケジュールよりも14
分ほど早く終了しましてシンプル・イズ・ベストだ
と私は感じております。司会をしていただいた齋藤
幹事ご苦労様でした。すべてにおいて挨拶が短くし
たことが成功に繋がったのではと感じています。50
周年記念式典と祝賀会が終わりましたが、50周年の
記念事業はまだまだ道半ばでございます。島村会長
年度もあと3ヶ月ほど残っておりますので、是非皆

様のご協力をお願いしたいと思います。

大木保司会員

吉川公夫会員

皆様、おめでとうございました。島村会長をは
じめ富永委員長そして陰で支えていただけました
渡邉会員本当にご苦労様でした。この場を借りて
御礼申し上げあげたいと思います。先ほど記念誌
のお話もありましたが、6月30日まで50周年の年
度が続きますので、無事にこの50周年終わること
を祈念して御礼の言葉とさせていただきます。あ
りがとうございました。

先日は大変お疲れ様でした。私も40周年の実行
委員長を務めさせていただきましたが、当時を思
い返すと準備等で大変苦労しました。私達も楽し
んでお客様にも楽しんでもらう事を忘れずに色々
と策を練ったことを思い出します。今回の50周年
は富永委員長を中心として緻密な計算をされてい
てとても素晴らしい内容だったと思います。やは
り来ていただいたお客様が喜んでいただけたこと
が印象的です。私はこのクラブの実力を示せたと
思い、感無量でございます。みなさんお疲れ様で
した。

小林邦彦会員
私は50周年記念式典に参加できたことに感謝を
申し上げます。また、式典が成功裏に終わったこ
とに対し実行委員長をはじめおめでとうございま
す。私も役割をいただいたのですが、皆様のご協
力のおかげでなんとか務めることができました。
重ねて御礼申し上げます。
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■島村会長 50周年記念式典、祝賀会ありがとうございました。

大塚崇行会員

■齋藤博重幹事 50周年記念式典お疲れ様でした。

本日は上尾西ロータリーの40周年に参加してき
ましたが、改めて今回の上尾ロータリーの50周年
も良かったなと感じております。上尾西ロータリ
ーさんはかなり上尾ロータリーのことを意識して
いて何度が父親に記念式典について尋ねられたり
しました。また、記念事業の記念誌もありますの
で、皆様のご協力よろしくお願いいたします。あ
りがとうございました。

■齋藤哲雄副幹事 創立50周年記念式典では大変お世話になりました
。誕生祝いありがとうございます。
■名取会員 50周年記念式典皆様ご苦労様でした。
■大塚崇行会員 誕生祝いありがとうございます。
■長沼会員 50周年記念式典の盛会お疲れ様でした。
■富永会員 50周年記念式典ありがとうございました。記念誌への更
なるご協力お願いします。
■藤村会員 来週は献血です。よろしくお願いします。
■武重会員 50周年皆様ご苦労様でした。
■吉川会員 ご苦労様でした。
■渡邉会員 3/16はご苦労様でした。
井上会員 村岡会員 小林会員 大木会員 横山会員 宮島会員
野瀬会員 深澤会員 樋口会員

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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