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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。
先週は、上尾メディックスの吉田監督はじめ選手の皆さんにおいで
いただき卓話をしていただきました。ちょうどプロ野球の統一球の問
題もありましたので、バレーボールのボールがメーカーによって変化
が違い、サーブ、サーブレシーブに違いが出るというのは驚き、びっ
くりしました。
6月1日に上尾メディックス後援会が設立されました。若干手続きが
遅くなりましたが、先週の理事会で承認をいただき、上尾ロータリー
クラブとして入会いたしました。会員の皆さんも既に入会されている
と思いますが、ぜひ入会をお願いいたします。
さて、本日はこの例会場での最後の例会になりました。昨年の今頃
は年度計画書を作成していて、不安が先に来ていましたが、今は、や
っとここまで来たかなとの気持ちと、明日から28日まで神田さん、名
取さん、大塚さんとリスボン国際大会に行きますのでまだまだ大変か
なと思っています。国際大会には、大塚パストガバナー、武重さん、
関口次年度会長も行きますので、ガバナーナイト、開会式でお会いで
きると思いますが、田中作次ＲＩ会長のスピーチなど最終例会で報告
できればと思います。
会長挨拶は、出来るだけロータリークラブのことを話そうと思って
いました。特に毎月ロータリーの友の田中作次ＲＩ会長メッセージは
、英訳ですとどうしても微妙にニュアンスが違ったりしていると思い
ますが、日本語ですのでわかりやすかったので、皆さんもお読みいた
だいていると思いましたが、自分自身のためにも、引用させていただ
きました。ガバナー月信も例年と違った編集方針で読みやすかったの
ではないでしょうか。
また、今年は先日16日の日曜日にも上尾北ロータリークラブさんの
25周年記念式典、祝賀会がありました。今年は第5グループの周年行
事が多い年でもありましたので、地区のセミナー、行事、についても
報告させていただきました。
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今年は会長自身の話があまりなかったとの指摘も
いただきましたが、よくロータリークラブも広報
があまり得意でないといわれておりますが、建設
業界、建設会社もPRが下手なものですし、自分自
身も得意でないのでご指摘の通り少なかったかな
と今思っています。
次年度になりますが、7月6日に上尾東保健セン
ターの竣工式と先立ってからくり時計の除幕式が
あります、年度またぎますが、関口次年度会長に
も了解いただきまして出席させていただきます。
ちょうど一年前に工事を落札して6月22日から3
月22日までの工期で7月17日に地鎮祭が行われまし
た。そのときには50周年事業でからくり時計を寄
贈するとは思っていませんでしたが、工事に携わ
って、尚且つ式典に参加できることに、あらため
て感謝を申し上げます。
本日は、クラブフォーラムで一年間大変お世話
になりました、委員長の皆さんより、一年を顧み
てということで報告をいただきます。どうぞよろ
しくお願いいたします。

幹 事 報 告
齋藤博重幹事
◆先週の理事会にて、次年度の行事予定表と会計
予算書の審議を行い承認されたことをご報告さ
せていただきます。
◆次年度のセミナーの案内が来ております。7月27
日にロータリー財団部門セミナーがさいたま共
済会館、8月10日に幹事運営部門セミナーが埼玉
県健康センター、8月3日に米山奨学部門セミナ
ーがラフレさいたまにて行われます。ご担当の
方はご出席よろしくお願いいたします。

委員長報告

結婚・誕生祝い
誕生祝い 小林邦彦会員
誕生祝いありがとう
ございます。今年で66
歳になりました。私に
とって今回の66歳を迎
えたのは意味深い物が
あります。私の父は65
歳で亡くなっているので、今年の誕生日を迎える
のはいつも以上に意識しておりました。クラブ創
立100周年の気持ちを持ちつつこれからもやってい
きたいと思いますので、よろしくお願いいたしま
す。

一年間顧みて
出席委員会 齋藤重美委員長
なんとか自分自身は
一年間休みなく例会に
参加すること出来まし
た。私自身の考えです
が、まずはホームクラ
ブの例会に参加するこ
と第一と考えています。このホームクラブに出席
して欲しいという気持ちを皆様にお伝えできたか
どうかは分かりません。ひとつ私の提案なのです
が、例会日と同一日時に同様のロータリーの会合
があった場合の取扱をメーキャップという扱いで
はなくて、例会出席という形でいいのではないの
かなと感じております。今後もより一層の出席率
向上をお願いして一年間お世話になったことを感
謝しつつご報告申し上げます。ありがとうござい
ました。

親睦活動委員会 深澤圭司委員長

親睦活動委員会 深澤圭司委員長
当委員会の最後の事業となる最終例会が来週控
えております。最終例会は6月29日土曜日となって
おります。また、点鐘の時間は18時30分からとな
ります。皆様のご参加よろしくお願いいたします
。

今年は4つの事業を計
画しました。そしてそ
の内の3つが消化されま
した。まずは昨年10月
の親睦旅行ですが、こ
ちらは島村会長が東北
の被災地を視察したいという要望がありましたの
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いただきます。ありがとうございました。

で、東北視察の親睦旅行に行って来ました。また
、12月にはクリスマス例会ということで、当委員
会では100%出席例会という企画をしたのですが、
残念ながら出席率は91.67%でした。しかしながら
現時点で今期最高の出席率だったと思います。年
が明けまして1月には新年例会を開催いたしました
。こちらは例年通りの新年例会だったと思います
。残るは次週の最終例会となっておりますので、
皆様のご協力よろしくお願いいたします。

新世代インターアクト委員会 宇多村海児委員長
皆様には一年間大変
お世話になりました。
まずは御礼を申し上げ
たいと思います。一年
間を振り返りまして思
うのは、あっという間
だった気がします。昨年の新世代インターアクト
では7月に打ち水大作戦を上尾高校のインターアク
ト部の皆さんと行いました。その後、私は研修や
セミナーに参加してロータリーが新世代に携わる
ことによってどうなるのかを私なりも多少学びま
した。ロータリーを通じて私のプライベートにお
ける次の世代を見る目が多少なりとも養えたのか
なと思っています。欲を言えば上尾高校のインタ
ーアクト部の皆さんともう意見交換をする機会を
作れば良かったのかなと思います。今年はインタ
ーアクト部も部員が増えておりますので、来年に
期待して次の委員長に頑張っていただきたいと思
います。手探りで一年間やってきましたが、その
都度皆様から教わることが多く私自身本当にやっ
て良かったと思っています。一年間ありがとうご
ざいました。

会員選考委員会 神田博一委員長
会員選考委員会で一
年間委員長を務めさせ
ていただきました。今
年は2名の選考を行いま
した。会員選考会に属
するのは初めてだった
のですが、先ほどの親睦活動の委員長さんとは違
って比較的暇を持て余す活動だったと思います。
話は変わりまして、今年は50周年ということで、
私が50周年の副実行委員長を仰せつかることにな
りまして、式典と記録の担当となりました。式典
に関しては皆様のご協力をいただいて盛大な式典
を開くことが出来ました。私にとってこの一年間
はとても印象に残る一年だったと思います。本日
は50周年の報告も含めまして一年間の報告とさせ
ていただきます。

ロータリー財団委員会 名取勝委員長
財団の委員長を一年
間務めさせていただき
ました。ロータリーの
活動をするにあたって
必要なのはまず寄付に
なります。この集めた
お金で様々な事業を行なっています。そしてこの
事業結果をロータリーの友などに掲載しています
。当クラブで見てみますと本年度10名の方にご協
力いただきまして、とても大きな寄付をしており
ます。先週のガバナー月信では上尾クラブが年次
寄付で第6位のクラブとなっています。これからも
この非常にいい成績を続けていくために、やはり
会員の増強は必要不可欠なのかなと感じておりま
す。来年は米山奨学委員会ですので、また皆様に

会員増強維持委員会 村岡武仁委員長
会員増強維持委員会
の委員長と言われます
と、とても恥ずかしい
気持ちです。本年度は
新進気鋭な会員が2名入
会されました。一人は
長沼大策さん、もう一人は斎藤修弘さんです。や
はり会員の皆様のネットワークにより入会の運び
になったと思います。一年間何をやっていたと言
われると、私自身穴があったら入りたいという気
持ちですが、これからも皆様のネットワークを大
いに駆使して新しい会員を増やして欲しいという
お願いを申し上げまして報告と御礼に代えさせて

は色々とご協力をお願いすると思いますが何卒よ
ろしくお願いいたします。一年間ありがとうござ
いました。
創立50周年記念実行委員会 細野宏道副実行委員長

私は50周年記念誌と
50周年記念事業を担当
させていただきました
。記念事業では村岡委
員長の発案で皆様に記
念事業は何がいいかと
いうアンケートを取らせていただきました。その
結果、上尾東保健センターにからくり時計を設置
する運びとなりました。また、記念誌についてで
すが、来週の最終例会にて皆様に配布させていた
だきます。この記念誌については私自身とてもい
い仕上がりの物になっていると思います。

色んな委員長が仰っていますが、何かをやる時の
上尾ロータリーの個々の力は凄いなと感銘を受け
たとのと同時に色んな事をお願いしてやっていた
だいたお礼を申し上げさせていただいて50周年記
念実行委員会の副委員長の報告とさせていただき
ます。一年間ありがとうございました。

出席 会員数 ３６
欠席 欠席数 １８
前々回確定
修正（％） ９１,６７

スマイル

出席数 １８
（％） ５０．００
欠席数
３
（Ｍ・Ｕ） ７

２１,０００円

■島村会長 委員長の皆様、一年間ありがとうございました。結婚・

■吉川会員 役員の皆様、一年間ありがとうございました。

誕生祝いの皆様おめでとうございます。

■長沼会員 結婚・誕生祝いおめでとうございます。委員長様一年間

■齋藤博重幹事 結婚・誕生祝いおめでとうございます。委員長報告

お疲れ様でした。

ありがとうございました。

■大木会員 結婚・誕生祝いの皆様おめでとう。

■小林会員 誕生祝いありがとうございます。

■斎藤修弘会員 島村会長一年間お疲れ様でした。

■名取会員 財団一年間お世話になりました。

■宇多村会員 島村会長、一年間お疲れ様でした。

■細野会員 一年間ありがとうございました。

■野瀬会員 一年間ありがとうございました。

■村岡会員 執行部の皆様、一年間ご苦労様でした。

齋藤重美会員 神田会員 井上会員 深澤会員

■岡野会員 一年間ご苦労様
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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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