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関口 和夫会長

皆さんこんばんは。本日も、ご出席ありがとうございます。
今週は4月19日に越谷コミュニティーホールで地区研修・協議会が行
われました。参加された会員の皆さん、お疲れ様でした。来年は、上
尾ロータリークラブの主管となります。浅水ガバナーエレクトより、
委嘱状をいただき責任の重さを
感じております。私の次年度ホ
ストクラブ会長挨拶の時に、久
保田会長エレクト作成の横断幕
を、参加された会員の皆さん全
員で舞台に広げていただきとて
も感激しました。皆さんの、ご
協力よろしくお願いします。
さて、先週よりの熊本県での連続地震でお亡くなりなられた方の、
ご冥福をお祈りいたします。また、罹災され今も車での生活を余儀な
くされている方々へお見舞い申し上げます。クラブとしての、義援金
については地区よりの対応をさせて頂きます。
さて、「シェルターボックス」の活動についてお話ししたいと思い
ます。以前に述べましたがRIと協力関係にあるイギリスの団体です。
自然災害の被害を受けた地域や、紛争が勃発した地域に緊急シェルタ
ーや必要物資を提供するといった活動を行う国際的災害救援団体です。
世界に17の関連団体があり、2000年以降90か国で発生した自然災害
や人道的危機に対応して100万人以上の人々に支援を提供しています。
東日本大震災では、1500以上のシェルターボックスが直ちに届けられ
ました。また、最近ではエクアドルの地震や、フィジーの台風に届け
られています。また、熊本の地震についても調査されています。シェ
ルターボックスとは、プラスチックの箱でそこにはロータリーマーク
も付いています。その中には、テント、断熱性の高い敷物、保温に優
れた毛布、虫よけの蚊帳、雨水を貯める浄化器付きタンク。穴を掘る
シャベル、鍬の頭、ペンチ、ワイヤーカッターを含む基本的ツールキ
ット（のこぎり、金づち、斧など。）薪で使用することが出来るスト
ーブと様々な燃料に対応したコンロ。鍋、ボウル、マグカップ、水貯
蔵容器、包丁、スプーン。スケッチブック、クレヨン、色鉛筆、ペン
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5月 5日 定款の規定により休会
5月12日 卓話 坂本忠光会員
5月19日 次年度計画
5月26日 親睦旅行に振替
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を含む子供用パック、子供用の贈り物などが入って
います。シェルターボックスのホームページによれ
ば、１箱590ユーロ（約73,160円）と掲載されてい
ます。但し、これはご自身が購入するものではなく、
寄付をする時の金額となっています。購入できるも
のは、ポストカードや小物です。シェルターボック
スの活動に参加するためには、募金活動や寄付をす
ることによって参加するこが出来ます。どうか、皆
さんもシェルターボックスのホームページをご覧に
なって下さい。
以上をもちまして、会長挨拶とさせて頂きます。
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◆熊本の地震災害への支
援 義援金のお願いが来
ています。会員１人1,000
円を想定して義捐金を、
と
いうことで、締切が5月20
日になっています。理事会
を通してから寄付をしたいと思います。
よろしくお願いい
たします。
◆上尾メディックスから
「納会及び2015/16シーズン報
告会」開催の案内が来ています。5月30日（月）、東武バ
ンケットホール上尾フローラで開催されます。会費は１
人5,000円です。皆様ご参加のほどお願いいたします。
◆ソウル国際大会について、
２８日の例会で古賀会員
が説明をしてくださることになりました。
◆野球部の練習会が本日２１日に、
７名の方にご参加
いただき平方野球場で行われました。来年度の甲子園
出場へ向けて準備をしていきます。毎月の会費は野球
部員１万円、賛助会員5,000円になります。会計は私幹
事と大塚崇行会員です。
よろしくお願いいたします。

ビ ジター ゲ ストあいさつ
米山記念奨学生

チョウドリ・イムルル君

先週、上尾クラブに来て
緊張感が高まりました。本
日は富永会員と面会できま
した。バングラデシュの学
校建設に支援していただい
た20年前のことをいろいろ
話せて良かったなと思います。来年もロータリー・ベタギ
・ユニオン・ハイスクール訪問が計画されていますので
富永さんをはじめ皆様方にはご都合があいましたらご
訪問いただければと思います。引き続きよろしくお願い
いたします。

結 婚・誕 生 祝 い
お誕生日

島村

おめでとうございます！

健会員

誕生日は昭和34年4月15日で、今年57歳になり
ます。先日の日曜、家族で食事に行って祝ってもら
いました。いちばん上の娘は大学を卒業して社会人
になり、初めてかもしれませんがネクタイをいただ
き感激をしました。いろいろな団体の会合で57歳だ

野球部始動！ 平成28年4月21日

於：平方野球場 ホビー委員会

野球部の練習会が行われました。目指せ！甲子園！！
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と「若いな」と言われることが多いのですが、場所
によっては最年長の場合もあります。これからロー
タリーもがんばっていきたいと思いますので、どう
ぞよろしくお願いいたします。結婚祝いもありがと
うございました。
結婚記念日

おめでとうございます！

交流に目覚めたのかなと思います。２人も大学生で
一生懸命アルバイトをしていてなかなか家にいない
のですが、我が家にはかみさんのほかに犬の男の子
と女の子がいて、幸せに暮らしています。これから
銀婚式などがありますが節目もしっかり過ごしてい
きたいなと思います。お祝いをいただきありがとう
ございました。

例 会 主 題 〜 クラブ 協 議 会
地区研修・協議会の報告
久保田勲会長エレクト

4月19日に行われた、次
年度に向けての地区研修・
協議会の報告をします。
まず次年度の地区研修・
協議会のホストクラブにな
るということで次年度幹事
と一緒にしっかり見てこなければと出席してきました。
齋藤 重美会員
関口会長は委嘱書をいただき壇上でホストクラブ挨拶
結婚祝いをいただきありがとうございます。柴犬
をされました。
２０１７年４月２６日に次年度研修・協議
が毛呂山の霊園で２頭お世話になっているので今年
会を大宮ソニックシティで開催します。皆様のご協力を
も行ってきました。古い霊園ですが、西洋風の芝生
お願いいたします。
と墓石がミックスされて整備されていい所でした。
私は会長部会で参加。2016-17年度会長はジョン F.
子供も孫も落ち着き、夫婦二人になってしまい、
ジャーム氏、RIテーマは「ROTARY SERVING HUMANITY
二人で１人分といった生活をしています。私ごとで
となります。
は今年から新しく２つのボランティアの仕事を仰せ （人類に奉仕するロータリー）」
【ロ
つかり、75歳までは専門職の手伝いをして、その後 簡単にジョン F.ジャーム氏の文章をご紹介します。
ータリーの初期から、人類への奉仕はロータリーの礎
のことはゆっくり考えてみたいと思います。
であり、主な存在理由となってきました。今日の世界で
神田 博一会員
意義ある奉仕を行う最善の道はロータリー会員になる
結婚記念日は４月29日で、42年か43年経つわけ
ことであると、私は信じています。
また世界に確かな変化
ですが子供４人に恵まれ、今年は嬉しいことが続き
をもたらすために、ロータリーほど優位な立場にある団
ました。三女、次女、四女が結婚して長女が残って
体はないと考えています。】
とのことです。
また【私たちが
いたのですが40代になって、去年の秋口に結婚する 目指すのは、単にロータリアンの数を増やすことではな
と報告を受けました。そして四女に子供ができると
く、ロータリーによる善き活動をより多く実現させ、将来
のことで３月３日に女児が生まれ、その日は長女が
にロータリーのリーダーとなれるロータリアンを増やす
入籍をすると決めていた日で、お祝いが重なり今年
ことです。】
となっています。そんな中で、次年度はロータ
は感慨深い結婚記念祝いになりました。ありがとう
リー財団１００周年にあたる年ということでいろいろな
ございました。
イベントが控えているであろうと思っています。ポリオの
大塚 崇行会員
方も
「あと少し」
ということで、できれば財団１００周年に
あわせてポリオ撲滅もできるのではないかとのお話しが
平成５年に結婚をして２３年になります。子供は
ございました。
長男が成人式を迎え大学３年生になりました。次男
その中で浅水年度、地区の運営方針は「楽しいロー
は１８歳で大学に進学しました。長男は商学部でし
タリークラブを作り上げよう」です。クラブが楽しくなけ
たが、次男は異文化コミュニケーションに入り、私
れば奉仕活動はできないものと私は思っています。方針
が地区で青少年交換委員会にいたので海外の方との

の１つ目は【夢をもってロータリーを語れる環境を作り
上げましょう】
となっています。
２つ目は【会員のMy
Rotaryへの登録を促して下さい】。
３つ目は【ロータリ
ー財団設立100周年を記念した行事、寄付増進を計画
しましょう】。
４つ目は【会員を積極的に入会させましょう
。特に女性、40歳未満の若年層の会員の増強に意欲的
に取り組んでみましょう。退会防止に努め、維持率１００
パーセントを達成しましょう】。
５つ目は【地元メディアの
協力を得て、ロータリーの存在、ロータリークラブの奉
仕活動を地域の方にアピールしましょう】。
６つ目【公共

団体、企業、NPO法人などとの提携を検討しましょう】
と
伺っています。
次年度は「学友部会」
という部門・部会が新設されま
した。当クラブにはまだそのような部会はないのですが
米山記念奨学部会につけて運営していこうかなと考え
ています。
また定款・細則等も大幅にかわるとのお話もありまし
たので、
しっかりと年度計画書等に反映していきたいと
思います。以上です。
よろしくお願いいたします。

久保田会長エレクト ありがとうございました！

懇親会（歓迎会）を開催しました！
2016. 4. 21 於：ペネロペ

チョウドリ・イムルル君、
ようこそ！
皆様お疲れ様でした！

第23回 ふれあい鴻巣
ウォーキング
に参加してきました！

2016. 4. 23

共催：鴻巣レクリエーション協会
鴻巣水曜ロータリークラブ
爽やかな汗を流しました！
皆様お疲れ様でした！

スマイル
武重秀雄会員 地区研修・協議会 報告ありがとう。
齋藤重美会員 2人で１人前、衣食住！！

尾花正明会員 久しぶりに野球練習に参加しました。
関口会長／久保田副会長／藤村幹事／大塚信郎会員／富永会員／井上会員／萩原会員／
神田会員／渡邉会員／名取会員／大塚崇行会員／島村会員／齋藤博重会員／
須田会員／長沼会員／斎藤修弘会員／春日会員／芳賀会員
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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 048-775-7788 ／ FAX 048-776-9799
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