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本日はお二人の新会員をお迎えすることが
できました。門崎由幸君と坂本忠光君です。本
日はお二人の新会員を迎えるということでたい
へん喜ばしく思います。
どうぞよろしくお願いい
たします。
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濱野ガバナーから襟ピンバッ
ジが進呈されました。
また、小 ガバナー補佐から
ネクタイも進呈されました。

歓迎のあいさつ
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門崎君、坂本君、
ようこそ。わがクラブはよく
歴史と伝統のあるクラブと言われます。襟ピン
バッジとネクタイを贈られ、おめでとうございま
す。門崎君も坂本君もＪＣの卒業生ということ
で、私も身近に感じます。ロータリークラブは１
週間に１回の例会があります。
１日もはやくクラ
ブに慣れて、おおいにロータリー人生を楽しんでいただければと思います。

新会員あいさつ

門崎 由幸会員

坂本 忠光会員

米山記念奨学生
朴 秀昡さん

諸先輩がいる中、足を引っぱ
らないよう頑張っていければと
思います。
よろしくお願いします。

皆さんと一緒に活動をしなが
ら、人生を楽しませていただけ
ればと思っています。

AGEO ROTARY CLUB

会長あいさつ

な方が二人入会して頂くこととなりました。入会式
にて、濱野ガバナーにバッチをつけて頂きましたの
で、今後の活躍を期待したいと思っております。
また、ガバナー月信にて濱野ガバナーは、「職業
奉仕」について「お客さんの満足感を最優先して職
業を通じて他人に奉仕するという考えで事業を営め
ば顧客の心を捉えてリピーターとして顧客が訪れ、
結果永続的に発展していく」と述べられています。
松下幸之助さんの商売戦術３０か条の中で「商売は
世のため人のための奉仕にして、利益はその当然の
報酬なり」と説いております。お二人のメッセージ
には「奉仕」という共通するキーワードがあり感動
した次第であります。
そして、１１月２４日に予定しておりますロータ
リーデー企画ですが、濱野ガバナーにも出席頂ける
ということで心強く思っております。昨日埼玉新聞
社の取材を受けまして、埼玉新聞にもＰＲ記事を載
せて頂くことになりました。会員の皆さんにも一人
１０名お連れ頂きまして盛大に開催したいと考えて
おります。宜しくお願い致します。

齋藤 博重会長
皆さん、こんにちは。本日は、公式訪問例会に出
席を頂きまして有難う御座います。そして、国際ロ
ータリー第２７７０地区濱野ガバナー、第５グルー
プガバナー補佐小高様そして地区副幹事生貝様によ
うこそお越し頂きました。有難う御座います。
２週続けての台風にて全国でも大きな被害を受け
られた方々がいらっしゃるということでお見舞いを
申し上げたいと思います。
先日は、ホビー委員会のお声掛けにより、２年ぶ
りの野球部復活練習を上尾球場にてナイターで行い
ました。参加して頂きました皆さん、そして応援に
来て頂きました富永パスト会長、有難う御座いまし
た。思っていたよりも皆さん動けまして、けが人も
出ることなく、楽しい練習会となりました。また、
懇親会でも甲子園大会に再度チャレンジしようとい
うことになりまして楽しく親睦を図れました。年内
にもう一度企画するようでありますので、今回参加
出来なかった方も是非参加してください。
さて、濱野ガバナーにおかれましては、ロータリ
ークラブだけでなく様々な活動をされていてご多忙
であると思います。中でも、大宮青年会議所のシニ
ア会の会長もされておりまして、ＪＣの関係でも大
変お世話になっております。先週の現役の松山で行
われました全国大会前の理事会におきまして2017
年度の全国大会が埼玉で開催することになりました。
濱野ガバナーを始め、当クラブのＪＣ ＯＢの方々
にも様々なお願いがあると思いますので、その節に
は宜しくお願い致します。
さて、本年度、濱野ガバナーは、地区活動方針と
して「ロータリーは人づくり そして奉仕」という
テーマを掲げられました。奉仕を実践できる人づく
りが大切だと説かれていると思いますし、その為の
人材の増強を訴えられております。この度、当クラ
ブにも新たに門崎さん、坂本さんと素晴らしい有能
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◆来日学生受け入れクラ
ブにむけて、青少年交換委
員会幹事からウォーキング
ならびに第2570地区主催
バーベキューが11月2日に
開催されると案内がきてお
りますので、担当の委員長はよろしくお願いいたします。
◆米山記念奨学生受け入れクラブにむけて、卓話の案
内がきております。
◆次週、待望の親睦旅行が行われますので、参加者の
方々はよろしくお願いいたします。
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本日、富永パスト会長、
尾花パスト会長、齋藤哲雄
副会長に、寄付をいただき
ました。米山月間であり、ガ
バナー公式訪問例会の日
に達成率１００％となりま
した。
ご協力、たいへんありがとうございました。

AGEO ROTARY CLUB
親睦活動委員会

樋口 雅之委員長

◆10月25・26日に行われ
る親睦旅行について、参加
者には旅行のスケジュール
等が入っていますので、
ご
参考にしていただければと
思います。
◆今年のクリスマス例会の日程と場所を先にお知らせ
しておきます。日程は12月27日（土）夕方6時30分から、
会場はパレスホテル大宮で開催します。ただいまプラン
を練っておりますので、皆様ご参加のほどよろしくお願
いいたします。
◆本日、2015年ロータリー国際大会サンパウロ
（ブラジ
ル）
という資料を配らせていただいております。今のうち
から日程調整をしていただければと思います。

ビ ジター ゲ ストあいさつ
米山記念奨学生

朴 秀昡さん

いつも写真で拝見してい
たガバナーを実際拝見さ
せていただき光栄に思いま
す。
さて地区大会のテーマ
で「明るく・楽しく・元気よく
」
とありまして、私も１年前
に比べ、米山記念奨学生になり、大会テーマのように振
る舞えるようになったと思います。
もうちょっとテンショ
ンをあげて、
もっともっと明るく・楽しく元気よくいきたい
と思います。

例会主題

卓話

ＲＩテ ー マと地 区 運 営

国際ロータリ第２７７０地区ガバナー 濱野英美様

今日、齋藤会長にとっても私にとっても非常に嬉しい
のは、新会員が入ってくれたことです。今年の第一の目
標は会員増強です。門崎さんと坂本さん、ぜひ早く皆さ

地区の活動方針は「ロータリーは人づくり そして奉
仕」。ロータリーは人をつくる、訓練の場所であり、奉仕
を行う場所です。
次は数値目標です。
１．会員数3,000名
２．出席率90％を目標に、メーキャップの活用を。
３．財団寄付 １人当り 年次寄付
200ドル
ポリオプラス 50ドル
１クラブ当り ベネファクター１名
４．米山寄付額 １人当り 25,000円
会員増強、職業奉仕、地域社会奉仕、国際交流、青少年
奉仕、ロータリー財団、米山記念奨学部門など、ロータ
リーの活動にはさまざまあります。
今日は限られた時間でお話ししましたが、覚えていた
だきたいのはＲＩテーマ「LIGHT UP ROTARY〜ロー
タリーに輝きを」、そして地区活動方針「ロータリーは人
づくり そして奉仕」です。私の思いがいろいろあって話
が長くなりましたが、
この思いを受け取っていただき、
も
っともっと大きな立派なクラブになっていただきたいと、
ますますのご活躍にご祈念を申し上げます。

んの仲間になって活躍していただければと思います。
ま
た本日は３名の方々が米山記念奨学会に寄付をしてい
ただいたのも、非常に嬉しいことです。本当にありがとう
ございます。
ガバナーとして３ヶ月半、一生懸命にやらさせていた
だいております。公式訪問は５１クラブ目です。地区には
７５クラブあるので半分は過ぎました。
ガバナーは何をしに来たのか、お話しいたします。
こ
のクラブは５２年の歴史と伝統を誇っています。
しかし
私は１つ、苦言を呈したいと思います。それは会員数の
少なさです。
もっと大勢の会員がいなければいけないキ
ークラブだと思います。
５５年に向けて、ぜひ５０人以上
のクラブになっていただければと思います。
今日はいくつかお話しさせていただきます。
私は1948年生まれ、66歳です。職業分類的には歯科
医師です。いまは旧大宮市、現在のさいたま市の盆栽町
で濱野歯科医院を開業しています。ほとんど仕事ができ
ませんが、今は倅が家業を継いでいてくれています。私
のロータリアンの原点は大宮青年会議所です。
ここでＪ
Ｃの理事長をして信条を学び、名門・大宮ＲＣに入会し
ました。そこで幹事をしてから、新しいクラブを作りなさ
いと言われ、大宮シティＲＣを24名のメンバーで立ち上
げ、初代会長を務めさせていただきました。大宮シティＲ
Ｃは発足から17年経ち。当初の24名から現在は74名
が所属するクラブになりました。私はガバナーノミニー、
ガバナーエレクト、そして今日、ガバナーになってここに
立っています。
台北ＲＣ所属、ゲイリーＣ.Ｋ.ホァンＲＩ会長が掲げる
ＲＩテーマ「LIGHT UP ROTARY〜ロータリーに輝き
を」について説明させていただきます。
ＲＩ会長はもとも
とは中国人です。中国といえば孔子、その思想を例にだ
して説明してくれました。暗闇に黙って座っていても決し
て世の中は明るくなりませんよ、私が１本、あなたが１本、
そしてみんなでロウソクに火を灯しましょう。それが
LIGHT UP ROTARYです。意味はもちろんおわかりだ
と思います。ロウソクに火を灯し、困っている人たちに奉
仕をしましょう、
ということです。世界中のロータリアン
がこの旗のもとで奉仕活動をしています。
重点目標は５つ。
１．会員増強（特に若い会員、女性会員）
２．財団目標のポリオ撲滅への支援
３．青少年奉仕活動への支援（ロータリーデーの活用）
４．人づくりのための育成支援（職業奉仕の理解と実践）
５．
ＲＩ戦略計画の理解と実施です。

クラブ協議会を開催しました！

濱野ガバナー 公式訪問
ありがとうございました！

大塚信郎会員／吉川会員／小林会員／富永会員／齋藤重美会員／井上会員／村岡会員／
萩原会員／尾花会員／神田会員／渡邉会員／大木会員／細野会員／名取会員／
大塚崇行会員／島村会員／深澤会員／関口会員／横山会員／吉野会員／須田会員／
樋口会員／野瀬会員／宇多村会員／古賀会員／長沼会員／斎藤修弘会員／北村会員
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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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齋藤博重会長／久保田幹事／齋藤哲雄副会長／藤村副幹事／武重会員／岡野会員／
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