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第２647回　例会
２０１6. 7. 14

人類に奉仕するロータリー

行事予定
7月28日 納涼例会～屋形船
　　　　 （時間・例会場変更）
8月 4日  早朝例会
　　　　上平公園にてラジオ体操
　　　　（時間・例会場変更）
8月11日 定款の規定により休会
8月18日 献血（10:00～16:00）
　　　　国際大会報告
8月25日 クラブ協議会①
　　　　公式訪問準備
　　　　（時間変更）

会長あいさつ 2016-2017年度　久保田　勲会長

　皆さんこんにちは。本年度２回目の例会にご参加いただきありがと
うございます。本日は、クラブフォーラムと言うことですが、実質は
今日からがスタートかなと思っています。よろしくお願いいたします。
米山記念奨学生のチョウドリ・イムルル君は期末試験のため欠席との
ことです。
　報告として７月10日（日）に今年度としては初めてのロータリー財
団100周年記念「ロータリー財団学友シンポジウム」が越谷市北部市民
会館で行われました。1980年前後の財団奨学生としてアメリカ等に留
学して戻ってきて学友の方々が奨学生になった頃の経緯を話していた
だき、いま取り組んでいる研究などのお話しをして頂きました。４人
の方のお話しをお聞きいたしましたが、あまりにも専門的すぎて頭に
入りませんでしたが、学友として素晴らしい職業上のスキルを持った
方々が沢山いるということが感じとれました。第二部では現役の僧侶
の方が太鼓をたたきながらのパフォーマンスを見て心新たに帰ってま
いりました。
　また１２日（火）は第４回目の会長幹事会が鴻巣で行われました。
大貫ガバナー補佐からは、今年度のポイントは、財団と増強と広報に
力を入れてほしい。広報は地元のメディアを通してＰＲしてほしい、
広報をすることによって増強につながる、そして会長の熱意をもって
増強につなげてほしい。財団に関しては100周年ということもあって例
年以上の寄付と補助金を使った活動をお願いしたいとおっしゃられま
したことをご報告いたします。
　新年度がスタートする日ですので、本日はロータリーの新年度はな
ぜ７月１日に始まるかについてお話しします。通所新年度は1月1日、
会計年度は4月から、という例は多いと思います。ロータリーが創始さ
れた当時のアメリカでは７月１日が新年度だった、などと言う人もい
ますが、そんなことはありません。1905年にシカゴ・ロータリー・ク
ラブが誕生し、アメリカ各地でロータリー・クラブが設立されるよう
になりました。そうなると、いろいろなクラブが顔を合わせる
conventionを開こうということになりました。1910年8月18日に最
初の大会が開かれ、ポール・ハリスがロータリー・クラブ全米連合会
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例会日　毎週木曜日　12：30～13：30
例会場　東武バンケットホール４F（ポリアス）
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出席　　会員数　　３7　　　出席数　　23
欠席　　欠席数　　14　　　（％）　 62.16

前々回確定　　　　　　　　　欠席数 　  3
修正（％）　 　  89.19 　  　   （Ｍ・Ｕ）     4

出席率

スマイルスマイル
吉川　会員　　暑中御見舞
大木　会員　　夏祭り　宜しくお願い致します！
細野　会員　　東松山カントリークラブのシニアチャンピオンになりました。
齋藤博重会員　米山寄附をお願い致します。

への奉仕を考えようかなと委員長が申しています。
各クラブが奉仕活動を行っているのでその事例を例
会で発表する機会も設けたいなぁと思っています。

青少年奉仕委員会　大塚　崇行委員長
　上尾高校インターアクト同好会の支援では、早い
段階でご挨拶に伺えたらと思います。１月の韓国訪
日団の受け入れでは、皆様方のご協力をお願いした
いと思っています。またRYLA研修では、皆様方の
ご子息やお知り合いの学生さんがいたらご参加いた
だけたらと思います。よろしくお願いいたします。
米山記念奨学委員会・学友委員会　齋藤博重委員長
　昨年から寄付額に寄付率の目標も加わり、なるべ
く大勢の皆様から寄付をいただいて、ガバナー公式
訪問までにはクラブで１００％を達成したいと思い
ますのでご協力のほどよろしくお願いいたします。
また学友委員会が今年新設され、これは今まで来日
された学生さんたちがフィードバックするような委
員会だと聞いております。私も勉強をしながらご報
告をさせていただきたいと思います。

会長会　大塚　信郎パストガバナー
　久保田会長からもあったように地区研修・協議会
の委員会立ち上げと、創立５５周年記念委員会の立
ち上げで、責任をもって会長会で推薦していきたい
と思います。同時に私は地区でロータリー文庫の全
国の副委員長をうけていて、９月からは米山の理事
の命をうけています。そちらではクラブの後押しを
いただけると幸いです。米山と、財団の寄付率の方
も、皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

久保田会長／藤村副会長／樋口幹事／須田副幹事／大塚信郎会員／小林会員／齋藤重美会員／井上会員／
尾花会員／大塚崇行会員／島村会員／野瀬会員／長沼会員／斎藤修弘会員／門崎会員／春日会員／芳賀会員

1年間、よろしくお願いいたします！

AGEO ROTARY CLUB

幹　事　報　告
樋口 雅之幹事

委員長報告

◆ロータリー財団設立100
周年地区大会ポリオ撲滅
チャリティゴルフコンペが
１０月３日（月・雨天決行）に
茨城県・大利根カントリー
クラブで開催されます。各
クラブ１組（４名）参加いただきたいとご案内・ご要望が
届いております。よろしくご参加のほどお願いいたします。
◆上尾市観光協会から第21回あげお花火大会が７月
３０日（土）夜７時から開催されると案内があり、当上尾
ＲＣは花火大会実行委員の一員ですので来賓席招待
券２枚と来賓用駐車場券が送られてきています。希望者
は幹事までお声がけください。
◆地区・国際奉仕委員会からRI.D3800地区フィリピン
国際奉仕プロジェクト視察ツアーが９月４日から３泊４
日で予定されていると案内をいただきました。こちら詳
しくは大木国際奉仕委員にお尋ねいただければと思い
ます。
◆地区・青少年インターアクト委員会から「フレッシュ高
校生感動体験プログラムへのご協力について」というこ
とで、１１月の５日間、岩槻北陵高校さん・上尾橘高校さ
んの学生さんを、企業で社会体験させていただきたいと
ご案内がきています。ご協力いただける企業さんがあり
ましたらよろしくお願いいたします。

米山記念奨学委員会　齋藤　博重委員長

の会長に選ばれました。National Association of 
the Rotary Clubといっています。意味としては全
国レベルのロータリー・クラブ連合体といったとこ
ろだそうです。ロータリーの大会と言っても登録者
はたったの60人、ささやかなスタートだったそうで
す。ロータリーについて連合体Associationという
観念は今も生き続けています。ロータリーにおいて
はロータリー・クラブが主体性をもっているという
ことです。1910年11月にカナダのマニトバ・ロー
タリー・クラブが加盟しました。このクラブはロー
タリーを国際的にしたクラブとして誇りをもってお
り、クラブ名と共にThe Club made Rotary 
International on November3,1910と称していま
す。ロータリー全米連合会はロータリー国際連合会
にこのときなりました。1911年8月21日にロータ
リー国際連合会の国際大会、International 
Conventionが開かれました。再度ポール・ハリス
が会長に選ばれました。そのとき、ロータリー国際
連合会の監査が行われました。監査人は、国際大会
で報告するなら、会計年度を6月30日に終わらせて
ほしいと要望しました。1913年の4月の理事会で会
計年度を6月30日に終了することを決めました。ク
ラブ会員数や人頭分担金の支払い状況を決める日程
がここで定まりました。国際大会はその後1917年
まで7月か8月に開かれていました。
　なぜ7月や8月に国際大会が開かれたかといいます
と、ロータリーの機関雑誌『ロータリアン』誌によ
ると、要するに集まるのに便利な時期だったからだ
そうです。7月や8月は夏のバカンスであり、出席し
やすかったということだと思います。ですが8月は
非常に暑いです。1913年に6月30日を年度末にし
ようと決定しながら、7月や8月はとても暑いね、と
いうことになり、国際大会は、季節のいい時期でも
ある6月に移したのかと思います。1917年6月17日
～21日にアトランタで開催されたこのとき、ロータ
リー財団の前身であるロータリー基金が提案されま
した。ですから本年度2017年国際大会はロータリ
ー財団100周年となり、アトランタで開かれます。
ぜひ出席してロータリー財団100周年を祝いたいと
思っています。
　すでに1913年に会計年度を6月30日に終えると
決定していましたがその決定は変えずに現在に至っ
ています。ロータリー年度はRotary Yearと言い、
国際ロータリー定款にロータリー会計年度は7月1日
 
 

に始まると明記されています。このRotary Yearを
大事に例会を一回一回積み上げていきたいと思いま
す。本日はクラブフォーラムになりますのでよろし
くお願いいたします。

　先週の初例会では、今年
度、米山１号で大塚信郎パ
ストガバナーから１０万円
の年次寄付をいただきまし
た。また本日は吉川会員か
ら多大なご寄付をいただき
ました。ありがとうございました。

AGEO ROTARY CLUB

ホビー委員会　尾花　正明委員

クラブ広報委員会　長沼　大策委員長

例会主題～クラブフォーラム①

　クラブ奉仕委員会はクラブ管理運営委員会の管轄
ですので今年は出席委員会、親睦活動委員会、プロ
グラム委員会、ホビー委員会と連携をとってスムー
ズな運営と、皆様のよりよいロータリー活動に貢献
できるようがんばっていきたいと思います。

年間行事のポイント

●７／２８納涼例会～屋形船　●８／４早朝例会～
上平公園でのラジオ体操　●８／１８　献血運動　
●８／２５大貫等ガバナー補佐をお呼びしてクラブ
協議会（１）を開催します　●９／１浅水ガバナー
公式訪問・クラブ協議会（２）●１１／１２～１３
地区大会　●１２／２インターシティミーティング
●１２／２２クリスマス例会（パレスホテル大宮）
●１／７賀詞交歓会　●２月　障がい者作品展示即
売会　●４／２１　上尾ロータリークラブ主幹　地
区研修・協議会を大宮ソニックシティで開催（前日
２０日も会場設営）　●５月　全国ロータリークラ
ブ野球大会出場予定（親睦旅行と調整）　●６／９
～１４国際大会（アトランタ）　
を予定しています。
　４月の地区研修・協議会と、次年度のクラブ創立
５５周年記念とともに実行委員会を立ち上げる予定
です。皆様ご協力のほどお願いいたします。

久保田　勲　会長

新任役員挨拶
クラブ奉仕委員会　須田　悦正委員長

　齋藤哲雄委員長と話したわけではありませんが、
最終例会でスマイルについて腐心されていたかと思
いますが、これは日頃の出席者の確保をしないとス
マイルがでてこないので今年は委員長さんとともに
いい案をだして執行部にご心配をかけないよう努め
られたらと思います。よろしくお願いいたします。

出席委員会　齋藤　重美副委員長

　ベースは例年に則って活動します。毎月の月末の
夜間例会の後は懇親会を設けるつもりです。７月末
は納涼例会～屋形船、１２月はクリスマス例会～パ
レスホテルを予定し親睦旅行は甲子園の野球大会と
調整し企画したいと思います。そのほか新年例会、
最終例会を企画し、皆様の親睦がいっそう深められ
るよう努めたいと思います。

親睦活動委員会　斎藤　修弘委員長

　野球部の監督を仰せつかっています。野球とはチ
ームプレーだと思っていて、上手い下手より一生懸
命プレーすることと連携プレーができないといけな
いと思っています。甲子園で野球をするには規律が
ないといけないと思います。夏が過ぎたら早朝や夕
方に練習を始めていきたいと思います。

会員選考委員会　細野　宏道委員長
　会員増強委員会さんから挙がってきた候補の方を
ビシビシ厳しく選考したいと思います。
会員増強維持委員会　春日　孝文副委員長
　職業分類で、空いている職業の方々を増やして、
いろいろな知識を共有できたらいいのかなと思って
います。よろしくお願いいたします。
ロータリー情報委員会　島村　健　委員

　今年度はクラブ研修リーダーで、先日クラブ研修
セミナーに出席し、情報委員会と連携しながら、各
委員会とも一緒にやっていこうと言われています。
会員増強維持委員会では、新会員のオリエンテーシ
ョンを一緒にやり、財団や米山の寄付について連携
し、またクラブ広報委員会とも協力していこうと思
います。よろしくお願いいたします。

　浅水ガバナー・大貫ガバナー補佐ともに広報なら
びに会員増強に力を入れていらっしゃるのでご期待
にそいたいなと思っています。メディアにどんどん
ロータリークラブ・各委員会の活動を露出させたい
と思いますので、メディア関係者をご存知でしたら
ご紹介いただけると幸いです。

職業奉仕委員会　門崎　由幸委員長
　私自身がまだ入会して日が浅いので、組織として
目的が大事かなあと思っています。しっかり自ら理
解把握したうえで皆様も原点にたちかえっていただ
きながら活動できたらなと思っています。

国際奉仕委員会　大木　保司委員長
　今年は地区の委員会に携わりながらクラブも国際
奉仕ということで、できればもっと別の方に国際奉
仕に直接知ってもありたいなと思っています。世界
で仲間をつくろう～姉妹クラブの模索がありました
らいくらでもご紹介できます。世界で良い事をしよ
う～いろいろな国際奉仕活動を見ていただくのもい
いのかなぁと思っています。今年地区ではベトナム
 


