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明けましておめでとうございます。本日も、ご出席ありがとうござ
います。お正月は、いかがお過ごしでしょうか。1月4日に上尾市新春
懇談会に出席しました。1月8日にはインターアクト訪日団の女子高校
生全錦嬉（チョンクムヒ）さんと朴智琇（パチス）さん2名が来日しま
した。8日に歓迎会を行いました。1月9日にインターアクト協議会が共
栄大学で開催され、上尾高校のインターアクトクラブ、留学生と共に
参加しました。また、9日の朝にはスポーツ少年団の上尾ロータリーク
ラブ杯女子バレーボール大会に出席しました。1月11日にはスポーツ少
年団の駅伝大会に島村パスト会長と出席しました。1月12日は韓国留学
生の送別会が行われました。深澤委員長を始め青少年奉仕委員会の皆
様大変お疲れ様でした。また20年以上留学生の通訳のお手伝いをして
いただいている金厚順さんにこの場を借りましてお礼申し上げます。
1月13日に悲しいニュースがありました。朝日新聞によればパキスタ
ン西部のクエッタにあるポリオ予防センター前で爆発があり予防接種
チームの警護のために出発を待っていた警察官らすくなくとも15人が
死亡した。自爆テロとみられるそうです。パキスタンでは、イスラム
過激派が予防接種チームをスパイと疑い妨害テロを繰り返してきまし
た。イスラム過激派と話し合いにより、ポリオ予防接種チームへの攻
撃はなくなると考えられていました。しかし、イスラム過激派は今後
も標的にしていくことを表明しているようです。ロータリーの友の
K.R.ラビンドランRI会長のメッセージ「あなたの影響力を増やしまし
ょう」に、ロータリアンの影響力は数が多ければ多いほどましていく
ことを述べられています。これからも、ポリオ撲滅活動を皆様のご協
力のもとに続けていく必要を感じました。
さて、1月は職業奉仕月間です。ロータリの友1月号は、「職業奉仕
を実績」の特集記事が掲載されています。上尾ロータリークラブ定款
の第5条五大奉仕部門第2項に「奉仕の第二部門である職業奉仕は、事
業および専門職務の道徳的水準を高め、品位ある業務はすべて尊重さ
れるべきであるという認識を深め、あらゆる職業に携わる中で奉仕の
理念を実践していくという目的を持つものである。会員の役割には、
ロータリーの理念に従って自分自身を律し、事業を行うことが含まれ
る。」と定められています。定款を読見直して、職業奉仕を実践して
頂きたいと思います。
以上をもちまして、会長挨拶とさせて頂きます。
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1月28日 新年例会 恵比寿亭
（例会場・時間変更）
2月 4日 卓話 RI.D2570地区
朝霞RC 斎藤杏花さん
捜索卓話
2月11日 休会
2月18日 卓話（未定）
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◆ロータリーレートは１月
も１ドル＝１２０円です。
◆会費納入のお願いです。
２月１２日までに後期分会
費をお願いします。
◆報告は以上です。下期に
なりますががんばっていきますので、
よろしくお願いいた
します。

委員長報告
米山記念奨学委員会 富永 建委員長
米山記念奨学生 周 彬
君がめでたく就職決定しま
したのでお祝いの会を開き
たいと思います。
（→延期になりました）

齋藤 博重会員
私は１月２７日に51歳になります。12月に藤村先生の
ところで人間ドックに入り、体重は減らしましたが要再
検査となってしまい、再検査の結果では大丈夫と言わ
れました。もう少しシェイプアップして健康に留意して
がんばっていきたいと思います。ありがとうございまし
た。
樋口 雅之会員
１月２日で満41歳になりました。この後お話しをされ
る斎藤修弘会員と一緒に２人とも今年は本厄でござ
います。昨年は前厄で、春に２日連続おみくじで凶をひ
いたら、健康診断センターから「すぐに検査結果を聞
きにきてください」
と電話が入り、昨年は３回入院して
手術をしました。今年の正月は、氷川鍬神社酸でおみ
くじをひいたら小吉で、本厄ですが昨年より良くなっ
ていました。厄の字は、昔は「役」
と書きましたが、今年
、
２つの大きな「役」を引き受けました。
１つは当クラブ
の幹事を７月から、そして上尾商工会議所青年部の
会長を４月から、やらせていただきます。この役を全う
することで、本厄の厄祓いにさせていただければと年
初に意気込みをしました。
１年間どうぞよろしくお願い
いたします。

青少年奉仕委員会 深澤 圭司委員長
１月８日から１３日まで
の間、訪日された韓国の女
子生徒２名をホームステイ
させていただいた会員の皆
様、
ご協力いただきありが
とうございました。詳細はク
ラブフォーラムで発表したいと思います。

結 婚・誕 生 祝 い
お誕生日

１月４日で50歳になりました。毎年私の誕生日の前後
に、家族４人で伊勢神宮に行きお詣りをして、その後、
賢島のベイスイートに泊って２泊して帰ってきました。
とてもいい所で、伊勢志摩市長とも挨拶し、英虜湾の
まわりを周遊して楽しんできました。ありがとうござい
ました。

斎藤 修弘会員

おめでとうございます！

齋藤博重会員 久保田会員 樋口会員 斎藤修弘会員

先程、樋口副幹事からお話しがあったように私も本厄
です。
１２日が誕生日で、先日の３連休に私の実家で
お祝いをしてもらいました。さて樋口会員が上尾商工
会議所青年部で会長を務めるということで、その会長
をかげで支える専務理事のお役目を拝命しました。本
厄の２人が体に気をつけ、本業も勤めながらロータリ
ーライフも送れればと思っています。今後ともご指導
のほどお願いいたします。
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結婚記念日

おめでとうございます！

宇多村 海児会員
この場をお借りして、昨
年のクリスマス例会では多
くの会員の皆様にご参加い
ただき盛大に開催できまし
たことを御礼申し上げます
。
さて平成3年1月13日に
原宿の東郷神社で挙式と、
また披露宴は東郷会館で行
いました。今年、記念日前日に妻と話していて25年が経
って銀婚式だと気づきました。
これからも夫婦仲良くや
っていきたいなぁと思います。素敵な花束、ありがとうご
ざいました。

例 会 主 題 〜 クラブフォー ラム
上 期 事 業 報 告・会 計 報 告

◆クラブ管理運営（クラブ奉仕）委員会樋口雅之委員長
クラブ奉仕委員会としては、RLIのパートⅠ、パート
Ⅱに私が参加しました。クラブの活性化につながる有
意義な活動を行い、ロータリー情報をきちんと委員会
活動に伝えていきたいと思います。
◆出席委員会 大塚崇行委員長
上期の通算出席率が９２．
３８％で、ガバナー月信
に１１月までで２位という順位になっています。ロータ
リーの基本は出席することですので皆様への出席を
促させていただきます。出席率１００％はなかなか難
しいですが、節目にはまた目指したいと思います。
◆親睦活動委員会 宇多村海児委員長
上期ではクリスマス例会を実施しました。下期は国
際大会のご案内をスムーズにしたいと思います。
◆プログラム委員会 須田悦正委員長
上期を皆様のご協力によって問題なく過ごしました。
卓話のお願いを会員の皆様にご連絡させていただく
ことがあると思いますのでよろしくお願いいたします。
◆会員増強維持委員会 大塚信郎委員長
上期は春日さんに入会をいただきました。下期も会
員が増えるよう、
どうか皆様ご協力をお願いします。あ
と先日、埼玉県下のメディアと地区広報委員会が対話
をしました。その時に、青年会議所や商工会議所青年
部を卒業した方に入会していただこうと口で言っては
いるものの、組織としてそのような方々と対話がぜん
ぜんないことに気づきました。ぜひ下期にはＪＣやＹＥ

Ｇの方々と対話ができたらなと思いますので、樋口さ
んどうぞ設営をよろしくお願いいたします。
◆会員選考委員会 名取勝委員長
会員選考とは推薦がないと委員会が開けません。
上期は１名の入会があり委員会を開きました。下期も
ぜひ委員会が開けるようよろしくお願いいたします。
◆クラブ広報委員会 長沼大策委員長
広報活動は従来同様努めています。クラブ公式訪問レ
ポートも本日配ったガバナー月信に掲載されています。
また会長・幹事、社会奉仕委員会、ロータリー財団委
員会と一緒に行っている「ペットボトルキャップ回収
BOX」は市内４カ所にまず設置させていただきました
ので、キャップ回収のアナウンスを下期にはしていき
たいと思います。My Rotaryの登録推進は、当クラブ
現状４４％なので、目標達成できるよう努めたいと思
います。
◆奉仕プロジェクト委員会 久保田勲委員長
社会奉仕の献血運動と障がい者作品展示即売会
は下期になっています。12月の献血センター訪問は職
業奉仕・社会奉仕合同になっています。国際奉仕は国
際大会にご協力したいと思います。
◆社会奉仕委員会 野瀬副委員長
上期の活動は定例で、
８月に献血を行い、下期もま
た行います。直近では障がい者作品展示即売会があ
りますので当番表をつくってご連絡したいと思います。
◆国際奉仕委員会（地区国際交流委員会）大木保司
委員長
地区の方では、下期にソウルへの国際大会が親睦
旅行を兼ねて行われますので、ぜひその中で国際交
流をしていただければと思います。
◆青少年奉仕委員会 深澤圭司委員長
先日の韓国訪日団のホームステイについて発表いた
します。
１月８日〜１３日、韓国から２名の女子高生を
上尾クラブで受け入れました。
１月４日に彼女が動物
アレルギーとわかり、急遽東京見物とホームステイ先
をキャンセルして、ホテルで全泊する行程になりまし
た。インターアクト協議会の後、さいたま新都心のコク
ーンでショッピングを楽しみました。
２日目はディズニ
ーランドに行き、休日と重なってなかなかアトラクショ
ンに乗れなかったようです。次に富岡製糸工場と、伊
香保温泉、榛名神社に行ってきました。宿ではカラオ
ケをして盛り上がりました。
４日目は私の奥さんが気
疲れからか倒れてしまい予定を変更しました。上尾高
校では女子生徒同士、すぐにうちとけていました。送

迎会はどん亭で行って、そして清水園に行くという５
泊６日になりました。
◆ロータリー財団委員会 齋藤博重委員長
財団は会員 250ドル＝9250ドルとなっていて、現
在、多くの方にご協力いただいて6500ドルを納入して
います。残り2750ドル、皆様にご協力いただければ達
成できますので下期の早い段階で目標を達成したい
と思います。
◆米山記念奨学委員会 富永建委員長
昨年の公式訪問までに特別寄付がおわり、普通寄
付も下期のぶん5000 人数分で達成予定です。昨年
11月に当クラブが果たしてどれくらい寄付をしている
のか調べてみたら、約4100万円を寄付していました。
報告とさせていただきます。
◆藤村 作幹事
上期の会計報告 ちょうど５０％達成です。ありが
とございます。
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上尾市スポーツ少年団 創立50周年記念
平成27年度 バレーボール冬季大会 上尾ロータリークラブ杯
2016. 1. 9 於：上尾市立鴨川小学校体育館
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