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奉仕を通じて平和を
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皆さんこんにちは。ご多用の中ご出席をいただきましてありがとうご
ざいます。
週 報 Ｎｏ．1951
また、本年度二回目の献血を行っております。藤村委員長そして会
発 行 ２０１３年４月１１日
員の皆さんにもご協力いただきありがとうございます。
話は変わりまして、国際ロータリー田中作次RI会長より上尾ロータ
会 長
島村 健
リークラブ50周年にあたってのメッセージがきておりますので、私の
幹 事
齋藤 博重
ほうで代読させていただきます。
副会長
関口 和夫
「上尾ロータリークラブ会員各位
副幹事
齋藤 哲雄
上尾ロータリークラブ創立50周年に際し、心よりお慶び申し上げま
す。ロータリークラブには、それぞれの性格と特徴があり、独自の奉
編集責任者・
仕方法があります。新しいロータリークラブの設立は、より良い地域
クラブ広報委員長
横山 泰史
社会をつくるために、思いやりと熱意にあふれた人々が集まる場所、
つまり地域のより所をもたらすことでもあります。
私が八潮ロータリークラブの創立会員となった当初、それが大きな
意味を持つことになろうとは、思ってもみませんでした。しかし、私
の町に新しいロータリークラブをつくり、創立会員になるよう勧めて
くださった方々に、私は心から感謝しています。その方々のおかげで
、私の人生は様々な意味で、もっと豊で、幸せで、充実したものとな
行事予定
りました。また、八潮市ももっと良い町になりました。
この50年間、貴クラブの奉仕活動によって、上尾市に豊かな恩恵が
４月１８日 卓話
（古賀会員 宮島会員 長沼会員） もたらされたと私は確信しております。この重要な節目をお祝い申し
上げると共に、「奉仕を通じて平和を」のこの一年における貴クラブ
４月２５日 地区協議会報告
のさらなるご発展とご活躍をお祈り申し上げます。」
（時間変更）
以上です。田中作次RI会長にいただいたこのメッセージは記念誌の
方にも掲載をいたします。
本日は、斎藤修弘さんの入会式を行います。斎藤さんの入会を心よ
り歓迎いたしますとともに今後の活躍を期待いたします。推薦者でも
あります村岡会員増強委員長、大木さん、大変ありがとうございます
。ロータリーの友4月号で田中RI会長が大阪北クラブ創立60周年記念
例会の講演内容が掲載されていました。

AGEO ROTARY CLUB
「世界の変化とともにクラブも変化することが
重要です。どのような変化を取り入れるべきかは
、新しい会員が入会したときに、彼らの考え方を
聞いてみるといいと思います。ロータリーに関心
を持ったのはなぜか。ロータリーが解決できる地
域社会のニーズは何か。ロータリーで何をしたい
か。新会員の声に耳を傾けることで、これまでに
見えなかった新しいアイデアが浮かぶかもしれま
せん。以前と同じ事を繰り返すよりも、これから
変えていくものはどんどん変えていくという姿勢
と度胸が必要だと思います。」と変化に対応する
ことの重要性について述べています。
本日は、「ロータリーのこれから」ということ
で須田会員、樋口会員にお願いしております。本
日も例会よろしくお願いいたします。

ております。本年度は6月29日が最終例会にな
ります。今年度中に記念誌の配布を予定しており
ますので、原稿の提出がまだの方が4月18日まで
にご提出をお願いしたいと思います。よろしくお
願いいたします。

ホビー委員会 沼尻克美委員長
4月25日に第2回ロー
タリーコンペを開催い
たします。場所はリバ
ーサイドフェニックス
になります。まだまだ
参加の枠に余裕がござ
いますので、皆様のご参加のほどよろしくお願い
いたします。

新会員入会式

幹 事 報 告

新会員

齋藤博重幹事
◆大宮東ロータリーク
ラブ創立35周年の公開
例会が4月13日に開催さ
れます。参加ご希望の
方はお申し付けくださ
い。
◆本日、皆様のお手元にガバナー月信をお配りし
ております。ご一読のほどよろしくお願いいたし
ます。
◆本年度の最終例会の日程ですが、6月27日から
29日へ変更となります。詳細につきましてはまた
改めて皆様にご連絡をいたします。

斎藤修弘会員

皆様、はじめまして
斎藤修弘と申します。
私は桶川生まれの桶川
育ちなのですが、ご縁
が有りましてこの度、
上尾ロータリークラブ
に入会させていただきました。誠にありがとうご
ざいます。現在、38歳でまだまだ若輩者ですが地
域社会に微力ではありますが日々、勉強させてい
ただきたいと思い入会させていただきました。色
々と至らぬ点が多いと思いますが、今後ご指導ご
鞭撻いただけましたら幸いでございます。どうぞ
よろしくお願いいたします。

ロータリー情報委員会 細野宏道委員長

委員長報告
50周年記念実行委員会 細野宏道 副実行委員長
まずは50周年の記念
式典大変お疲れ様でし
た。なんとなく大きな
課題であった式典が終
わったので50周年の年
度も終わったなと感じ
になりますが、まだ記念誌という一大事業が残っ

ロータリー情報委員会の委員長として本日は歓
迎の言葉を述べさせていただきたいと思います。
斎藤修弘会員、上尾ロータリークラブへの入会お
めでとうございます。上尾ロータリークラブとし
て心より歓迎したいと思います。上尾ロータリー
クラブは3月に創立50周年の式典を挙行いたしま
した。よく上尾ロータリークラブ対しまして「歴
史と伝統のある」とおっしゃる方、思っている方
が多いです。

AGEO ROTARY CLUB
ただ、今回3月に行なった式典でプログラムの1ペ
ージ目に「語り合おう歴史をそして次世代へ」と
いう言葉を載せさせていただきました。上尾ロー
タリークラブには50年の歴史がありますが、是非
斎藤修弘会員も新しい歴史を作っていただいて
次世代に繋いでいただいてくれればと思っていま
す。先ほど読み上げた綱領や4つのテストもロー
タリーを続けていけば、そのうち自分の中でこの
意味を感じることがあると思います。是非、長く
続けていただければと思います。以上、お願いを
申し上げて歓迎の言葉とさせていただきます。頑
張ってください。

みなさん、こんにち
は本日は「これからの
ロータリー」というテ
ーマでお話をさせてい
ただきます。私は祖父
、父がロータリーに在
籍しておりましたので、このロータリーのマーク
と4つのテストが自宅のリビングに飾られていた
ので、小さな頃から意味は分からずともロータリ
ークラブの存在に関しては知っておりました。小
さい頃に父が上尾西ロータリーでお世話になって
いた関係でクリスマス例会に参加しておりました
。私は入会してもうすぐ丸4年になります。入会
して印象的だったのが、新会員のつどいに出席し
た時、他のロータリークラブのメンバーと比べる
と私は上尾ロータリークラブのメンバーは若々し
いなと感じました。
どうしてもロータリークラブに入る前は先入観
として年齢層が高い人達の集まりではないかと思
っておりました。私は上尾商工会議所の青年部に
8年ほど前から入っております。
そこで一緒に活動している仲間のお父様がたく
さんロータリークラブに在籍しておりまして、私
にとって本当に良かったなと思う瞬間は普段接し
ている青年部の仲間のお父様と一緒に奉仕事業活

った活動している組織なのか良く分かりませんで
した。
年齢を重ねるにあたってロータリークラブは奉
仕団体なのだなと分かってきましたが、一体何を
奉仕しているのかと具体的には分からない状態で
いました。ロータリークラブ入会のお誘いがきた
とき自分なりにホームページを見たりお話を聞い
たりしておおまかにですが活動を知りました。し
かし、当時36歳でしてなかなか若い世代に「奉仕
」という言葉が身にしみてこなくて、今41歳です
が歳を重ねるにつれて「奉仕」が人の役に立てて
いることに対して自分の喜びを見出すことが出来
るようになりロータリー活動をやっていて良かっ
たなと感じます。
ロータリーはやはり高尚なイメージがあるので
私が入会するのは無理だろうと感じていました。
最初の1、2年目は出席をしていただけで、3年目
になってからようやくロータリーが少しずつ分か
ってきた気がします。ロータリーは3年未満で退
会される方が多いのでそこを乗り越えたら楽しく
なってくるのではないでしょうか。本年度は奨学
生の周さんのカウンセラーをさせていただきまし
た。周さんは本年度たくさん例会に出席してくれ
ました。周さんも皆様のお人柄が暖かくて来るの
が非常楽しかったと言っていました。一昨年は
SAA、昨年は出席委員会、本年は国際奉仕委員会
と年を追うことにロータリー活動が楽しくなって
きております。今年は国際奉仕の事業として田中
作次RI会長の発案によりナイジェリアへの保育器
を寄贈することが決まっていまこの事業を進めて
いる最中です。私はこのナイジェリアへの保育器
寄贈事業の活動を楽しみながら活動しています。
いままでにない視点で物事が捉えられると思いま
す。
50周年についてですが、50年前と言いますとま
だ私は生まれていないのですが、その頃のことは
分かりません。ただ先人の方々が苦労して作り上
げた歴史と伝統があるこのクラブに入会している
ことに誇りを感じております。

ロータリークラブの素晴らしいところは卒業年
齢がなく若い人が入ってきても非常に暖かく迎え
てくれます。私が入会した時は会員が約50名いた
のですが、今は36名でやはり会員を増やすことを
積極的にやっていかないと盛り上がらないと思い
ますので、私を含め若い人をどんどん仲間に入ら
れるように努力していきたいです。
出来ればもっと人数が増えて末永く60、70、100
周年と栄えていくようにそのお手伝いを出来ればと
思っております。話がまとまりませんが私が上尾ロ
ータリークラブにお世話になっての感想そして50周
年を通しての感想を述べさせていただきました。ご
清聴ありがとうございました。

須田悦正会員
みなさん、こんにち
は、本日は私なりに与
えられたテーマ「これ
からのロータリー」つ
いてお話させていただ
きます。最初にロータ
リークラブ入会前はロータリークラブとはどうい

この素晴らしいクラブに入会していることに慢
心しないで、謙虚な心でこのロータリーライフを
続けていければと思います。ロータリーの魅力で
ある「楽しい、嬉しい」ということを一人でも多
くに人に伝えることが私の使命だと思います。こ
れこそが活気のあるクラブ活動に繋がると思いま
す。
歴史あるクラブですので、誰でも入会という訳
にはいきませんが、少しでもロータリーの理念に
共鳴した人に入っていただければいいなと思いま
す。今後も一歩一歩上尾ロータリークラブそして
、会員の皆様と共に歩んでいきたいと思っていま
す。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。
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■島村会長 斎藤修弘さん入会おめでとうございます。献血のご協力
よろしくお願いいたします。
■齋藤博重幹事 斎藤さん入会おめでとうございます。須田さん、樋
口さん卓話ありがとうございます。
■関口副会長 斎藤修弘さん入会おめでとうございます。卓話ありが
とうございます。
■齋藤哲雄副幹事 斎藤修弘さん入会おめでとうございます。これか
らの活動を祈念いたします。
■村岡会員 献血ご苦労さまです。
■名取会員 浦学優勝おめでとう
■大木会員 斎藤さん入会おめでとうございます。
齋藤重美会員 名取会員 細野会員 富永会員 小林会員 岡野会員
大塚崇行会員 井上会員 神田会員 渡邊会員 大塚信朗会員
沼尻会員 長沼会員 野瀬会員 樋口会員 須田会員 横山会員
宇多村会員 古賀会員 深澤会員
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卓 話

動やお話できる環境にいられることです。
私は入会して正確には3年10ヶ月になりますが
、この期間私より後から入られた会員さんもいら
っしゃいます。しかし、年齢でいいますとずっと
私が一番年下でして、今回入会された斎藤修弘会
員が私より若い方ということで、大変嬉しいです
し心強いです。「これからのロータリー」という
ことでこのロータリーの奉仕の理想であるとかロ
ータリーの各種事業は素晴らしいなと私は感じて
います。本日の献血活動やナイジェリアに保育器
を贈るなどおよそ普通に地元で会社やお店をやっ
ているだけでは到底出来ないような事業などに携
わることが出来て本当に嬉しく感じております。
また、ロータリーきっかけで家族と接する機会が
増えたことも挙げられます。結婚記念日のお花も
家族との会話のきっかけになっております。プラ
イベートでも記念日にお花を贈る習慣がついたの
もこのロータリーがきっかけです。先日もホワイ
トデーでお花を送りました。

