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新旧会長・幹事引継式が行わ
れ、襟ピンバッジと襷が
引き継がれました
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皆さんこんにちは、いよいよ
上尾RC55周年度が始まりまし
た。2017〜18年度上尾RC第55
代会長を務めさせて頂きます、
藤村です。55年の伝統と歴史を
胸に新しい上尾RCを作っていき
たいと思います。一年間宜しく 2017-2018年度 藤村 作 会長
お願いいたします。
例年ですと第一例会にあたり多数のビジターゲストをお迎えして盛
大に行われていましたが、本年は特にお呼びしませんでした。年度末
に2人の会員が退会し上尾RCは36名にて新年度をスタートさせること
となりました。現状を認識しこれからの上尾RCをどのようにしていく
かを皆で考えるスタートの日と考えこのメンバーで頑張っていくぞと
いう意味を込めてビジターをお呼びしませんでした。皆さん一緒に頑
張りましょう。
報告としまして、まず先日7月4日に須田幹事、長沼公共イメージ向
上副委員長とともに島村穰上尾市長を表敬訪問してまいりました。上
尾RCの今年度の奉仕の予定や55周年事業についてお話をさせて頂きま
した。もう一点、明日は野球部甲子園勝利記念ゴルフ大会があります、
申し訳ないことに私は手術が立て込んでしまい参加できませんが夜の
懇親会には参加させていただきますのでよろしくお願いいたします。
次に私のロータリー経歴を少しお話します。私は平成19年大木年度
に入会しました。皆さんもご存知かと思いますが私の父は上尾ライオ
ンズでした。大木さんに誘われ父の反対もなくロータリーに入らせて
頂きました。本年度は上尾ライオンズクラブも45周年ということで挨
拶に伺うこととなっています。子供のころ見ていたクラブに伺えるの
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は少し楽しみです。私が入会した大木年度は45周年
でしたのでちょうど10年となります。その年に甲子
園大会で初勝利を味わえたのが大きな思い出でしょ
うか、前年度はそれ以来の甲子園大会出場で10年間
ロータリーを続けてきて良かったなと思っています。
またその次の年には結婚しましてホテルオオクラに
皆さんをお呼びして披露宴をさせて頂いたことも大
きな思い出です。その後副幹事に指名され現在に至
っています。
また本年は当地区よりガバナーを輩出しておりま
す。地区運営方針としては「新たな行動 新たな感
動」です。ガバナー排出の上尾西クラブの親クラブ
として皆さんでガバナーを支えていきましょう。宜
しくお願いします。
昨年度は財団100周年でしたが、本年度は米山記
念奨学会財団設立50周年とのことです。米山奨学生
の鄭さんもいるので、当クラブとしても何か協力で
きることがあればと思っております。
この一年は55周年もありますが、上尾RCのこれ
からを皆さんと考え60周年に向けて更なる発展を築
くスタートの年としたいと考えています。
これから一年、会員の皆さん、事務局のお二人どう
ぞよろしくお願いいたします。
以上で初例会の挨拶とさせていただきます。本日は
ありがとうございました。
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委員長報告
米山記念奨学委員会・学友委員会 関口和夫委員長
本日、大塚信郎パストガ
バナーよりご寄付を頂戴い
たしました。ありがとうござ
います。

ロータリー財団委員会 久保田 勲委員長
大塚信郎パストガバナー、
吉川パスト会長、そして私
からそれぞれ1,000ドル、
計3,000ドルの寄付を頂き
ました。ありがとうございま
した。

例 会 主 題
新任役員挨拶

クラブ管理運営委員会 宇多村海児委員長
副幹事を務めさせてい
ただきます。
よろしくお願い
いたします。クラブ管理運
営委員会としては、クラブ
奉仕委員会、出席委員会、
親睦活動委員会、
プログラ
ム委員会、ホビー委員会という活発な委員会を担当させ
ていただきます。昨年の甲子園の盛り上がりから引き続
き、今年も楽しくクラブ会員がロータリー活動に携われ
る環境づくりに力を尽くしたいと思います。各委員会の
委員長、皆さん、工夫をこらしながら一年間やっていきた
いと思いますので、
よろしくお願いいたします。

告

幹事

一回目の幹事報告をさ
せていただきます。◇韓日
親善会議が9月22〜24日、
2泊3日で開催されますの
でご希望の方は幹事まで
ご連絡いただければと思い
ます。ちなみに飛行機代＋ホテル宿泊１部屋で14万円、
2名１部屋ですと111,000円になります。
◇７月のロータリーレートは１ドル＝111円です。
◇萩原会員の住所とFAX番号が変更になります。
◇RLI PartⅠが8月30日（水）、
さいたま市民会館おおみ
やで行われますので、希望者は7月25日までにご連絡く
ださい。
◇次週の例会、池田ガバナー補佐がいらっしゃいますの
でぜひ皆様、
ご出席のほどお願い申し上げます。
以上です、一年間よろしくお願いいたします。

出席委員会 深澤 圭司委員長
事業計画にあるように、
今年度は３つの計画を実
施したいと思います。
３つ目
の「100％例会の実施」は
富永パスト会長が出席委
員長だった際に提唱され
たことだと思いますので、10/5のガバナー公式訪問例
会では100％出席にご協力のほどお願いいたします。
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米山記念奨学委員会・学友委員会 関口和夫委員長
今年度留学生の鄭さんを支援したいと思います。
また
寄付の目標を達成したいと思いますのでご協力のほど
お願いいたします。それと米山記念奨学生の卒業生で
あるイムルル君が就職し近くで勤務していますので、ぜ
ひ学友会を立ち上げられたらと思います。
門崎 由幸 S.A.A.
方針といたしまして、藤
村会長、須田幹事の方針に
則り、歴史と伝統のある当
クラブにふさわしい例会の
進行と会場の環境整備に
努めたいと思います。
よろし
くお願いいたします。
会長会 大塚 信郎パスト会長
会長会は、
「問題があっ
た時の会長会」ですのであ
まり活動はありません。地
区の方の担当諮問委員や
委員長は今年度までになり
ますので、次年度からはク
ラブのために働かせていただければと思います。
シニア会 武重 秀雄パスト会長
昨年はシニア会を開くに
は至りませんでしたが、今
年は開催したいと思います
。シニア会は他のクラブに
はなく、当クラブだけの会
だと思います。若い会員も
時間があればぜひご参加いただければと思います。

新年度事業計画発表
藤村 作 会長

7月20日に上尾西RCさんが来られ、地区大会の役割
について説明にお越しくださるそうです。
8月は例年どおり、早朝例会や献血があり、夜間例会
は検討中です。
９月は韓日親善会議へ参加できたらと思います。10月
5日はガバナー公式訪問、100％出席を目指したいと思
います。
またフィリピン視察もあります。
10月末には55周年記念事業について発表できたら
と思います。RI会長が１人１本の植樹を推奨しています
ので、財団補助金を使って植樹をしたいと考えています。
11月は地区大会で、上尾西クラブさんのお手伝いを
お願いいたします。
12月第１週は、当クラブと鴻巣、春日部西の３クラブ
合同で、海外特別枠を使いベトナムで国際奉仕を企画
しており、その視察を予定しています。鴻巣さんは50周
年の記念事業で会員大勢で視察を予定しているそうで、
ぜひ当クラブも大勢で参加できたらと思います。
２月は障がい者作品展示即売会とIMです。
３月はいよいよ55周年記念式典です。
３月はまたベト
ナムの奉仕活動の検証や、日台親善会議を予定してい
ます。
まだわかりませんが、台湾は将来的な友好クラブ
のことも視野に入れています。
４月、
５月は例年どおりで、
６月はトロント国際大会と
なります。
今年度は60周年にむけて、
これからの上尾ロータリ
ークラブを考えていく１年にしたいと思います。
よろしく
お願いいたします。

樋口 雅之 米山記念奨学生カウンセラー
鄭 維嘉さんは非常に
まじめな奨学生です。授業
の都合で昼間の例会には
来れませんが、夜間例会に
出席の際は、ぜひ一緒にお
酒を飲んで語っていただけ
ればと思います。

スマイル
藤村会長 一年間 よろしくお願いいたします。
須田幹事 一年間 よろしくお願いいたします。
樋口副会長 藤村会長、須田幹事、初例会 おめでとうございます！ 一年間がんばってください！
宇多村副幹事 新年度スタートします。
よろしくお願いいたします。
武重会員／岡野会員／大塚信郎会員／吉川会員／小林邦彦会員／富永会員／井上会員／
村岡会員／萩原会員／尾花会員／大木会員／大木会員／島村会員／齋藤博重会員／
深澤会員／久保田会員／関口会員／齋藤哲雄会員／野瀬会員／長沼会員／門崎会員／
春日会員／芳賀会員／
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会員数
欠席数

前々回確定
修正（％）

３6
10

出席数 26
（％） 72.22

84.21

欠席数 6
（Ｍ・Ｕ） 8

島村穰上尾市長へ表敬訪問
7月4日、藤村会長と須田幹事が、当クラブ名誉会員でもある島村穰上尾市長に表敬訪問に行ってきました。
創立55周年を迎える当クラブが、国際奉仕や社会奉仕（献血運動、障がい者作品展示即売会）、市内への植樹
などを今年度企画している旨、藤村会長がお伝えすると、島村市長はロータリークラブの支援事業に理解を示して
くださり、
「上尾市としてもロータリークラブさんに頼るところが大きい」
と、今までの事業に感謝いただき、今年度、
そして未来にむけての活動に期待を寄せてくださいました。
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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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