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2017-2018年度 藤村 作 会長

皆さんこんにちは、バンケットでの例会は7月27日の夜間例会以来で
すので4週間ぶりになります。本日も例会参加いただきありがとうござ
います。まずは門崎さん、母校花咲徳栄高校甲子園大会優勝おめでと
うございます。この話は後ほどもう一度触れたいと思います。この一
か月間の報告です。まずは7月30日管理運営部門セミナーが川口市民ホ
ールでありました。基調巣スピーチとして浅水パストより話があり、
「足腰の強いクラブ作り、クラブ研修リーダーを中心に会員に対する
研修のやり方を常に工夫する、奉仕活動の計画を立案し実行するまで
の過程を楽しむ」ことで魅力的なクラブを作ってほしいとのことでし
た。また規定審議会についても話があり次回は2019年になるので、制
定案の提出期限は今年の10月10日との話がありました。次に8月6日は
早朝例会でした。今年は8月ほぼ毎日雨でしたがラジオ体操の時間は天
気が持ったので無事終了して良かったです。8月6日は青少年奉仕部門
セミナーが市民会館おおみやでありました。大塚パストの基調講演や
インターアクト、ローターアクトの方々の報告があり、基調講演とし
て埼玉県警察本部の方より、青少年を犯罪の魔の手から守るための危
機管理についてお話がありました。またRYLAについても話があり今
年度は秩父・長瀞で来年の4月7日から9日まで行われるそうです。これ
で夏のセミナーは終了となっています。17日は献血でした。こちらも
怪しげな天候でしたが雨は降ること無く無事終了しています。そして
先週土曜日納涼例会がさいたまスタジアムでありました。夕刻5時に上
尾駅をバスで総勢18名で出発しました。米山奨学生の鄭さんも参加し
てくれました。さいたまスタジアムが見えだしたころから雲行きが怪
しくなり雷が光り出しました。到着時は雨が降り出したばかりでした
がビューボックスについた時には本降りとなり、試合時間が7時から段
々延期され8時キックオフとなりました。その間浦和レッズの淵田敬三
代表がが挨拶に来られ名刺交換をさせて頂きました。淵田さんは浦和
ＲＣとのことでした。部屋のなかでの観戦でしたので雨も関係なく皆
さん楽しまれ試合開始のころには皆さんほぼ出来上がった状態になっ
ていました。試合は2対1でＦＣ東京に勝ち久々にレッズのいい試合を
見れて満足でした。ちなみに鄭さんもサッカー好きなようでレッズの
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興梠が点を入れたときは立ち上がって声援していま
した。試合終了後バスで無事に上尾へもどり2次会
へと行ってまいりました。今回初めての企画で不安
もありましたが委員長の春日さんや場所をとって頂
いた須田幹事ご苦労様でした。たまにはこのような
企画もいいかなと思いました。
先ほどお話させていただきましたが見事花咲徳栄
高校が甲子園優勝しました。昨日は試合の時間帯は
私は手術で終わった携帯をみると上尾RCのグルー
プの所がとてつもない数のラインが入っていて優勝
したんだなと思い明けました。埼玉県勢初優勝との
ことでちょっと調べてみました。春の甲子園は斎藤
哲雄さんの母校である大宮工業が1968年の第40回
大会で優勝しています。また2013年の85回大会で
浦和学院が優勝。しかし夏は優勝がなく埼玉県民の
悲願だったと思います。夏の甲子園を見ると熊谷高
校が1949年県勢初出場しその2年後に準優勝。57
年に大宮高校がベスト4、73年に川越工業がベスト
4、75年に上尾高校がベスト4、86年浦和学院がベ
スト4、88年に浦和市立がベスト4、93年春日部共
栄が準優勝。とのことで3回目の決勝進出で見事優
勝となったわけです。ということで、34年前に甲子
園で優勝するために徳栄に入学した門崎さんの悲願
が達成されたわけです。偶然にも門崎さんが悲願の
甲子園の土を踏むことが出来た年に優勝となり喜び
もひとしおかと思います。本日も宜しくお願いしま
す。

幹
須田

悦正

事

報

ロータリー米山記念奨学金授与
米山記念奨学生

鄭 維嘉（てい ゆいか）さん

先日母と妹が日本に遊びにきました。家族と一緒に過
ごすのは去年の３月以来です。母は北京にいて、妹は韓
国に留学中、父は海外出張と、家族バラバラですが、母
と妹と一緒にいた時間は、久しぶりに実家にいるような
気分でした。父は９月に日本に出張に来るので、会える
ことを楽しみにしています。
上尾ＲＣに来て思ったのが、私が皆さんにとけこんで
「家族のような存在になっていけたらいいな」
ということ
です。いつもありがとうございます。

マル チプル ポ ールハリスフェロ ー 授 与
久保田 勲会員

告

幹事

◇会費未納の方はお早め
にお願いします。
◇自衛隊協力会費１人
1,000円を９月にお願いし
ます。
◇ロータリー米山記念奨
学会が財団設立50周年を迎え、記念式典を2018年2月
4日（日）にグランドニッコー東京台場で開催します。参
加希望者はご連絡ください。
◇フィリピン国際奉仕プロジェクト視察ツアーが10月
22〜25日、
３泊４日で行われますので参加希望者はご
連絡ください。
◇甲子園大会の額入り写真が届きました。野球部メンバ
ーと賛助会員の方はお持ち帰りください。

例 会 主 題
アトランタ国際大会報告

樋口副会長

久保田直前会長

大塚崇行会員

久保田（当時）会長、大塚崇行パスト会長、島村パスト
会長、樋口副会長は4人で国際大会へ。
１日目はシカゴ
を観光し、翌日、エバンストンにある国際ロータリー本部
のビル＝One Rotary Centerの見学に。
ビル16階に
ポール・ハリスの像があり、握手をして記念撮影。シカゴ
から飛行機でアトランタへ移りガバナーナイトに出席。
翌日、国際大会開会式に参加。そして帰路につくという

AGEO ROTARY CLUB

大塚崇行パスト会長は、4回早朝ランニングしたそう
です。久保田直前会長は、時差のため、夜中に日本から
仕事の電話がかかってきて寝られなかったそうです。樋
口副会長は機内やレストランでビール、シャンパン、
ワイ
ンをだいぶ飲んだそうです。
楽しいご報告、ありがとうございました。

例 会 主 題
会員増強維持部門セミナー報告

会員増強維持委員会

細野宏道委員長

会員増強維持部門は公
共イメージ部門と合同で、
7月8日、大宮ソニックシテ
ィ大宮ホールでセミナーが
開催されました。
基調スピーチのポイント
は「クラブを魅力的にすることだ」
ということでした。ディ
スカッションに入る前に担当部門委員長挨拶で３つのこ
とが挙げられました。
１つめはRI2770地区の会員数を
2800人に増強すること、
２つめは各クラブの会員数のう
ち10%を女性会員にすること、
３つめは退会防止してく
ださいということでした。
活動方針やロータリの友からのお知らせの後、テー
ブルごとに会員増強するためのグループディスカッショ
ンをしました。テーブルごとの報告から
「クラブを活性化
して増強につなげる」
ことと、
「ロータリークラブに入って
いない方や団体と合同でイベントを開催し、そこから入
会につなげたら」
ということが印象に残りました。
冒頭に公共イメージ部門と会員増強部門が合同でセ
ミナーを開催したのですが、大貫ガバナーが仰ったポイ
ントは、ロータリークラブについて会員以外の方は知ら
ないので、襟ピンバッジをするとか、イベントの時にたす
きをかけるなど、ロータリーのロゴマークをアピールして
活動することで認識してもらい。そこから増強につなげ
ましょうということでした。

スマイル

門崎会員の母校、花咲徳栄高校が甲子園で優勝しました！

藤村会長

花咲徳栄 甲子園優勝おめでとうございます！

須田幹事

甲子園優勝うれしかったです！ありがとうございます！

樋口副会長 花咲徳栄ナイン、甲子園優勝おめでとうございます！
宇多村副幹事 門崎会員おめでとうございます！
岡野会員

花咲おめでとう！

富永会員

門崎会員優勝おめでとうございます！

村岡会員

花咲徳栄高校全国優勝おめでとう！門崎さん、おめでとう！

尾花会員

門崎会員、母校優勝おめでとう！

細野会員

門崎君、おめでとう！

小林邦彦会員／

大塚崇行会員 花咲徳栄高校、優勝おめでとうございます！

井上会員／久保田会員／

齋藤博重会員 門崎さん、おめでとうございます！

野瀬会員／長沼会員／

関口会員

斎藤修弘会員／芳賀会員

出席
欠席

会員数
欠席数
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第２698回 例会 献血活動
２０１7. 8. 17

於：上尾駅東口

第２699回 例会

納涼例会

２０１7. 8. 19

出席数 19
（％） 52.78

前々回確定
修正（％）

83.33

欠席数 6
（Ｍ・Ｕ） 10

社会奉仕委員会 齋藤哲雄委員長
12:00〜16:00に献血活動を行いました。献血にご協力いただい
た大勢の皆様、ありがとうございました。

親睦活動委員会 春日孝文委員長
埼玉スタジアム2002ホスピタリティーシートで浦和レッズvsFC東
於：さいたまスタジアム
京の試合を観戦しました。雨中の試合は白熱し興奮した会員はい
２００２
っそう親睦を深め“熱い”納涼例会になりました。
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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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出席率

優勝おめでとうございます！

