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人類に奉仕するロータリー

行事予定

7月 6日  新旧会長・幹事引継式
　　　　新任役員挨拶
　　　　新年度事業計画発表
7月13日 予算審議
　　　　卓話 第５Gガバナー補佐
　　　　　池田　遥幌様
7月20日 前年度事業報告
　　　　前年度決算報告
7月27日 全国ロータリークラブ
　　　　野球大会報告会

会長あいさつ 2016-2017年度　久保田　勲会長

　みなさんこんにちは。本日で47回目の例会に参加頂きありがとうご
ざいます。いよいよ最終例会を迎えるだけになりました。振り返って
みると「一年間よく務まったな」と感じています。昨年の今頃は「次
年度はどうしようか」と考えたり、「年間通して出来るかな」とかい
ろいろ考えていました。でもこうして年間を通じ、滞りなく通れたの
も皆様のご協力があってからこそで、心より感謝申し上げます。
　７月のスタートから、「人類に奉仕するロータリー」の目的を掲げ、
夏は納涼例会での屋形船から始まり、月末の夜間例会等、親睦の企画
で楽しく例会が出来ました。地区補助金を使っての子供相撲へのまわ
しの寄贈やスポーツ少年団へのサッカーゴールの寄贈などを行いなが
ら大会に参加させていただきました。秋には社会奉仕事業の一環とし
て藤村病院のチャリティイベントに参加させていただきポリオ撲滅を
PRさせていただきました。12月のクリスマス家族例会も多くの家族の
方に参加して頂き楽しい時間を過ごさせていただきました。
　今年は年間を通してスポーツ関係の方を選定しての卓話や一年の集
大成でもある野球大会・親睦旅行があり皆さんのおかげで、素晴らし
い結果を残すことが出来ました。
　4月は、大宮ソニックシティにて地区研修・協議会がホストクラブと
して行われ大貫年度のいいスタートが切れたと思います。6月の会社訪
問も、UDトラックスの見学、そして昼食会と、お忙しいところご同行
いただいた皆様、ありがとうございました。また、クラブの中では各
委員会の運営など、委員長、副委員長、委員の皆様のご活躍に感謝を
申し上げたいと思います。
　第５グループの会長幹事会では色々な方と知り合うことが出来まし
た。各ロータリークラブ創立周年記念行事に参加させていただきまし
た。これもロータリークラブでなければ出来ない素晴らしいことです。
　アメリカで行われた国際ロータリー・アトランタ大会に出かけ、第
2770地区のガバナーナイトに参加しましたが、ここでも同行して頂い
た島村パスト会長、大塚崇行パスト会長、樋口幹事のお蔭で多くのロ
ータリアンと出会うことができ、素晴らしい思い出になりました。あ
りがとうございました。
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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　　３8　　　出席数　　24
欠席　　欠席数　　14　   　（％）　 63.16
前々回確定　　　　　　　　　欠席数     10
修正（％）　 　    73.68 　      （Ｍ・Ｕ）     3

須田　悦正　幹事予定者
　スマイルや出席率のことを鑑みまして、なるべく
例会の前日か前々日にFAXで例会の案内を入れさせ
ていただきたいと思います。ぜひご協力のほどお願
いいたします。

55周年実行委員会　小林邦彦委員長予定者
　第１回目の委員会を開催しました。その会で、斎
藤修弘さんには記念事業、樋口さんには会計、宇多
村さんには記念式典、長沼さんには記念誌をそれぞ
れ担当していただくことになりました。改めてです
が記念式典は2018年3月16日（金）、ここ東武バ
ンケットホールで開催いたします。開始は16時～
17時頃からと予定しています。これから委員会を重
ねていき、お願いすることばかりになると思います
が、どうぞよろしくお願いいたします。

ロータリー財団委員会　久保田委員長予定者
　財団委員会は寄付を集める委員会だと思っていま
す。寄付目標は年次基金が会員１人当たり200ドル、
恒久基金1,000ドル以上寄付が１クラブ１名、その
ほかポリオプラスが会員１人あたり50ドルの寄付を
集めさせていただきたいと思います。またロータリ
ーカードの加入促進もございます。皆様方のご協力
をよろしくお願いいたします。

職業奉仕委員会　長沼大策委員長予定者
　企業訪問は岡野パスト
会長の社会福祉法人上尾
あゆみ会さんに見学にお
訪ねさせていただきたいと
企画立案しました。会長・
幹事・プログラム委員会さ
んと調整させていただければと思っています。

　先日地区のクラブ研修リ
ーダーセミナーに参加して
きました。以前は新会員の
研修などがありましたが、
「これからはクラブ研修リ
ーダーを中心に」という話
があり、来月から始まる各部門のセミナーにも出席しな
ければならないのかなと思っています。会員のニーズを
調査するところから始まって、何をしたらいいか、各委員
会と調整しながら、年に４回は例会を担当するようにと
いうお話もあるので、プログラム委員長、ロータリー情報
委員長と年間を通して活動していきたいと思います。

クラブ研修リーダー　島村健リーダー予定者

　クラブ広報委員会から
公共イメージ向上委員会
に名称が変わりました。主
旨としてはロータリークラ
ブのブランド・認知度を上
げ、イメージ向上をしていく
ものです。今まで以上にイメージを向上できる活動があ
るか模索しており、活動内容が決まりましたらまたお伝
えしたいと思います。よろしくお願いいたします。

公共イメージ向上委員会　野瀬将正委員長予定者

　地区補助金の海外特別
枠を活用させていただくこ
とになり、当クラブと春日部
西RCさん・鴻巣RCさんの
共同事業でベトナム・ハノ
イに支援をしていきたいと
思います。よろしくお願いいたします。

国際奉仕委員会　大木保司副委員長予定者

スマイルスマイル
久保田会長／藤村副会長／樋口幹事／須田副幹事／武重会員／
岡野会員／大塚信郎会員／小林邦彦会員／斎藤重美会員／
村岡会員／萩原会員／尾花会員／大木会員／島村会員／
齋藤博重会員／野瀬会員／長沼会員／斎藤修弘会員／
坂本会員／春日会員／芳賀会員

次年度、よろしくお願いいたします！   
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幹　事　報　告
樋口　雅之　幹事

ビジターゲストあいさつ

　駆け足でお話しさせていただきましたが、最後に
次年度の藤村作会長、樋口副会長、幹事の須田君、
副幹事の宇多村君には、上尾ロータリークラブを今
まで以上に引っ張っていただき、今後のさらなるご
活躍を心よりご期待申し上げます。
　今日は会長を拝命してから１年となりますが、改
めて初心に帰る意味でも会長の任務、奉仕哲学、例
会の位置づけについて話をしたいと思います。ロー
タリー情報として載ってある中で私本人が腑に落ち
る表現だと思うところで話したいと思います。文章
の中の「奉仕」とあるのは「サービス」と読み替え
てみたいと思います。
　１.会長の任務　
形式上のクラブ代表者である。一般社会では、会長
を代表権者とみなすが、ロータリーではRIや他クラ
ブと対処する場合は会長・幹事が共に代表権者とな
る。対内的にはクラブ運営の責任と事業の執行権お
よび役員や委員長の任命権を合わせ持つが、執行権
は本来の代表権者である幹事に任せるべきであろう。
会長にはクラブ運営という大きな責任があり、クラ
ブの自主性を生かし活性化を図るためには、強いリ
ーダーシップが要求される。会長の義務として、毎
例会に会長の時間が与えられる。会長の時間は会長
挨拶ではなく、奉仕理念を提唱する貴重な時間であ
る。会員に対する奉仕理念の提唱こそ、会長に与え
られた最も大きな責任と言えると思います。総会及
び理事会の議長を務め、すべての委員会の職権上の
委員となるが、必ずしも理事である必要はない。
就任条件として、会長エレクトの期間に、地区協議
会と会長エレクト研修会に必ず出席するか、または
ガバナーの許可を得た上で、代理者より研修報告を
受け取ることが要求されている。
　２.奉仕の哲学

最も良く奉仕をした者が、最も良く利益を得、最も
良く生き残れるのです。自己を保存する方法は、他
人に対して奉仕をすることです。他人に対する奉仕
は、自分の利益を確立することです。利己主義は自
滅への道です。他人に対する奉仕は、自己啓発と自
分の利益を守る道です。
　３.例会の位置づけ

ロータリークラブを、奉仕の理念を追求し実践する
ロータリアンの連合体としてみたとき、例会に参加
することがロータリー連動の原点であり、ロータリ
ーの例会は奉仕の理想を探求するために会員同士が

SDFCジュニオール　コーチングスタッフ　設楽武秀様

　◆皆様には郵送で届い
ていると思いますが、来週
の最終例会の前に臨時総
会を開催します。内容は
2016手年続要覧で、国際
ロータリーの標準ロータリ
ークラブ定款が改訂されたので、当クラブの定款・細則
も改訂が必要になったことです。18:15から総会になり
ますのでよろしくお願いいたします。

切磋琢磨する自己研鑽と、奉仕の実践のみなる会員
の親睦を図る場として、いかなる理由があろうとも、
レクリエーションや昼食を楽しむ場であってはなら
ない。ということであります。
本日は次年度計画ということですのでよろしくお願
いいたします。

　３月16日にデフフットサルチャレンジカップが開
催され、１試合目は日本代表がソーシャルフットボ
ール関東選抜と対戦し4-0で勝ち、２試合目は韓国
代表と親善試合をして19-5で勝ちました。私たちは、
来年のアジア予選、２年後の世界大会にむけていま
トレーニング期間になっています。アジア予選では、
前回の世界大会で優勝したイランと、準優勝したタ
イがいるので、アジアで１位になれないと世界で１
位になれないと思っています。今後も引き続き応援
をよろしくお願いいたします。
一般社団法人 日本ろう者サッカー協会　理事　田口昌弘様
　3月に開催されたデフフットサルの大会では、上
尾RCの皆様にたいへんお世話になりました。あり
がとうございました。３月に開催したにもかかわら

AGEO ROTARY CLUB

結婚・誕生祝い

樋口 雅之会員

お誕生日　おめでとうございます！

結婚記念日　おめでとうございます！

　創立55周年イヤーです
ので、さまざまな世代の方
と々親睦を深め、心を豊に
し、ロータリーの輪を円滑
に回していけるよう努めた
いと思います。

プログラム委員会　斎藤修弘委員長予定者
　2017-18年度RIテーマが「ロータリー：変化をもたら
す」ですので藤村会長エレクトの方針を踏まえ、出席し
たくなるようなプログラムを考えていきたいと思います。

　年に何回か情報を交換
できる場を設けたいという
ことと、クラブ研修リーダー
のお力添えをいただいて、
和やかな場をつくっていき
たいと思います。

ロータリー情報委員会　齋藤博重委員長予定者

例会主題～クラブフォーラム

次年度計画について　次年度各委員長予定者より

小林　邦彦会員

ホビー委員会　芳賀克久委員長予定者

斎藤　修弘会員

　昨年４月に入会して以来、
このような大役を仰せつか
って恐縮している次第です
が、内容としてはせっかく
今年度、野球部が再開した
ので来期も引き続き活動で
きるよう努めたいと思います。

親睦活動委員会　春日孝文委員長予定者

　結婚２年目を迎えました。
妻は、よく言うと真面目な
のですが、逆に言うと細か
くて、私はいろいろと注意さ
れています。これからは注
意されてもぐっとこらえる男
の器量を身に着けていきたいと思います。

ず報告が遅れて申し訳ありません。デフフットサル
チャレンジカップは聴覚障がい者競技の普及を目的
として毎年継続して開催していくつもりです。皆様
方にも引き続きご支援ご協力をいただきたくお願い
申し上げます。本日はありがとうございました。

　誕生祝い、ありがとうございます。70歳になりま
した。例年はお赤飯を炊いてお祝いしていただくの
ですが、今年は古希ということで家族で外食をしま
した。最後のデザートにはロウソクがたっていて、
お店の方が「願いをこめて吹き消してください」と
言いましたので、家族の健康と、創立55周年記念式
典が滞りなく行われることを願って火を消しました。
これからもよろしくお願いいたします。

　6月5日に素敵なお花を頂戴しありがとうございま
した。2001年に結婚したので丸16年になります。
これからはもっと家族と触れ合う時間をつくるよう
にしていきたいと思います。お祝いいただきありが
とうございました。


