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2017-2018年度 藤村 作 会長

皆さんこんにちは、本日も例会出席いただきありがとうございます。
そして米山奨学生の鄭ユイカさんようこそ。今週の報告です。先週の例
会のあと斎藤修弘委員長中心にプログラム委員会が行われました。年度
計画書に出ている年間行事予定表の更なる充実を図るため委員の皆さん
から活発な意見を頂きました。例会充実に向け皆さんにも協力頂くこと
となりますのでよろしくお願いいたします。23日の秋分の日には上尾市
スポーツ少年団第46回上尾ロータリー杯争奪秋季のソフトボール近隣交
流大会が予定されていましたが前日からの雨で残念ながら中止となって
しまいました。今年度行うかは未定で日程調整つけば行うとのことでし
た。また、本日昼に須田幹事と上尾高校に行ってまいりました。今年度
から交代された校長先生とインターアクト愛好会顧問の鈴木先生と会っ
てまいりました。インターアクトの話をしに行ったのですが校長先生は
野球部の秋季大会で上高が現在ベスト８に入っていること（最終的には
ベスト4）を一生懸命語っていました。先般お話させていただいたよう
に上尾高校のインターアクト愛好会は現在活動休止中です。先日のイン
ターアクト年次大会も参加できない状態になっています。鈴木先生の話
によると部員は5人いた3年生が引退して2年生の一人になっているそう
です。しかし活動は全くしていない状態だそうです。引退した3年生が
文化祭等で新規部員を集めるPRをしたそうですが入っていないそうで
す。ただ今後もインターアクト愛好会を続けていきたいと語っており来
年の新入部員に期待しているとのことです。1月の韓国からの学生が来
られたら学校見学等は大丈夫とのことでした。3月の韓国訪問に関して
は今年度は辞退したいとのことです。今後も新入部員獲得に向けて頑張
って下さいとお話して帰ってきました。
地区大会組織図の上尾RC担当部門の実行委員表を作らさせて頂きま
した。私の独断で作っています。地区大会実行委員会・スタッフ合同会
議が10月20日に行われます。詳細はここで聞くことになると思います
ので、その後の例会でご報告したいと思います。ご協力のほどよろしく
お願いします。どうしても参加困難な方は私に申し出て頂ければと思い
ます。宜しくお願いします。
本日も宜しくお願いします。
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公共イメージ向上委員会 野瀬 将正委員長

告

幹事

◇ロータリーレートが10月
から１ドル＝１１２円になり
ます。
◇上尾市のペットボトルキ
ャップ回収事業で、当番表
を作りまして皆さんで回収
できたらと思います。後ほどFAXさせていただきます。
◇平成29年度 上尾・桶川・伊奈暴力排除地域安全大
会が10月21日に上尾市文化センターで行われます。チ
ケットがありますので希望者はご一報ください。
◇ベトナム・ハノイの海外プロジェクト視察旅行（12/2〜5
日）の締め切りが迫っています。希望者はご一報ください。

『あぴお10月号』の「ロータリーの窓」は当クラブの掲
載です。
また３ページ目の「私のとっておき」には門崎会
員が王貞治さんとの２ショット写真が載っています。なお
私は上尾商工会議所の広報渉外委員長も務めていて『
あぴお』
も担当していますので、広告希望者をお待ちして
おります。ありがとうございました。

委員長報告
地区 国際奉仕部門 大木 保司部門委員長
9月22〜24日、韓国で
「 日 韓 親 善 会 議 」及 び
RI.D3750地区との「30周
出席委員会 深澤 圭司委員長
年記念交流会」に行ってき
10月5日はガバナー公式訪問例会になっています。
ました。本田地区幹事が急
100%に近い出席率になるよう、皆さんお声がけしてい
きょ欠席してしまい、本田さ
ただいてご出席いただきたくお願いいたします。
んの役目がこちらにきたりしました。本日は姉妹地区締
ロータリー財団委員会 久保田 勲委員長
結書をお披露目いたします。ガバナーと実行委員長と私
でサインをしてきました。実際ご覧になられた方は少なく、
本日、樋口副会長から1,000ドルの寄付をいただきま
これから地区事務所に５年間保管されます。上尾クラブ
した。ありがとうございました。
の方には回覧しますので間近でご覧いただけたらと思
ビ ジター ゲ ストあいさつ
います。
米山記念奨学生

鄭 維嘉（てい ゆいか）さん

9月25日に初めてゼミ
があり、研究室の先生が
お酒好きだと聞き、私は
お酒に恵まれているなと
思いました。夏休みが終
わり学校が始まって、実
験に苦しんでいます。
誕生日が9月3日だったのですが、お祝いくださり
ありがとうございます。
ドラえもんの誕生日と一緒だ
ということはたぶん誰もしらないと思います。
今年で23歳になるのですが何をしようか迷って
います。20代前半なので、まだまだ好きなことをやり
たい、新しい趣味を見つけたいと思っています。
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結 婚・誕 生 祝 い
お誕生日

結婚記念日
久保田

おめでとうございます！

おめでとうございます！

勲会員

結婚祝いのお花を9月
12日にいただきました。結
婚25年目になるのですが
山あり谷ありで、昨年もい
ろいろ女房に迷惑をかけた
なと思っていますので、今
年度はイエスマンで過ごしていけたらと思っています。あ
りがとうございました。
藤村

作

会長

9月15日に花束を頂きました。来年で結婚10年になり
大木 保司 会員
ます。今年は会長になり厳しい家庭環境におかれていま
と言えるように
9月13日の誕生日がこのクラブには３名いるんですね。 すが、来年もここで「10年を迎えました」
家庭を大切にやっていきたいと思います。
その”長男”でございます。お祝いいただきありがとうご
ざいました。
芳賀 克久 会員
野瀬

将正

会員

9月13日生まれの”次男”になります。59歳になりまし
た。最後の50代、一年間を楽しみたいと思います。今後
ともよろしくお願いいたします。
門崎

由幸

会員

9月13日生まれの”末っ子”になります。50歳になりま
した。いよいよ身体のことを考えて行動しなければと思っ
ています。40代で煙草をやめ、50代では何をしようか考
え中です。年初に「体重を15kg落とす」
と宣言をしました
が、
まだ1kgも減っていません。
どうぞよろしくお願いい
たします。
村岡

武仁

会員

9月19日が結婚記念日
で、丸10年を迎えました。
僕はいま33歳で、鄭さんが
いま23歳ということでちょ
うどそのころ結婚したと思
うと、ずいぶん早まったこと
をしたという思いもあります。結婚10周年を機に新しい
指輪をプレゼントできたらと考えております。

例 会 主 題 〜 卓 話

奉 仕プロジェクトセミナー 報告

奉仕プロジェクト委員会 樋口雅之委員長

7月23日（日）、大宮の清
9月20日をもってちょうど80歳になりました。私が子
水園で奉仕プロジェクト３
供のころ、
「今年60のおじいさん♪」
（＝「船頭さん」）
とい 部門合同セミナーが行わ
う唄があり、あの頃は60歳というとずいぶん歳をとった
れました。全体会議があり、
イメージがありましたが、自分も歳をとると、
どのように
お二人の特別講演があり
見られているか気になるようになりました。若く頑張って ました。
１人目は第2530地
いると
「いい歳をして」
と言われるし、年寄っぽくするとま
区郡山東ＲＣパスト会長・小川則雄様による
「ＧＢＰ
（が
すます老けて年寄っぽくなるので80歳を過ぎてからどう んばっぺ）福島200万人笑顔応援プロジェクト」
といって
生きていこうかなぁと思っています。先日、電車で席を譲
被災地にフレンチのシェフを招き温かい食事を提供する
られて戸惑いましたが、端から見れば元気な年寄りには という支援のお話をされていらっしゃいました。
２人目は
違いないので、頑張りすぎず、年寄っぽすぎず、自然体で 特別税理士 西川会計 税理士・西川康雄様による
「私の
いこうかなと思います。今日まで健康な体に産んでくれ
海外奉仕」で、個人でタイやラオスへ学校や図書館を建
た親と、
まわりで気を遣ってくださっている皆様方に感謝 てるなど海外支援をされていらっしゃるお話しでした。
を申し上げながらこれからも生きていきたいと思います。
その後、社会奉仕部門の分科会に行き、ペットボトル

キャップ回収や植樹の話や、
ブライダル委員会のお話を
聞きました。
職業奉仕委員会

長沼 大策 委員長

職業奉仕部門の分科会では、ロータリアンそれぞれ
が自らを律して事業を行うこと自体がまずは職業奉仕で
あると聞きました。そしてロータリークラブ草創期は、
「互
恵主義・相互付与」で、事業に必要なものは会員間の事
業所を利用しあうことから始まったことや、超我の奉仕、
「最もよく奉仕する者、最も多く報いられる」
と聞きました。
杉村幹夫委員長が所属する八潮ＲＣでは、
「高校生へ
の就職懇談会、就職活動への模擬面接」
という事業を継
続して、たいへん好評であると聞き、当クラブも上尾高校
さんに就職懇談会をしてもいいのかなと思いました。
「職業奉仕理念の誕生と発展」
というＤＶＤが前々年
度に作成され、希望するクラブに進呈しているそうです
ので、申し込んでもいいのではないかなと思いました。
最後に余談ですが、地区公共イメージ向上委員会委
員として９月に行われたマスコミ懇談会に出席してきた

のですが、メディアの中には「ロータリークラブはボラン
ティアスタッフさんのいる奉仕団体かと勘違いしていて
いる方もいて、企業・事業所の社長さん・会長職の方が
所属していると思わなかったので、活動される際は、事
業所名や肩書をまず仰っていただいたら」
と言っていま
した。事業所や肩書をＰＲするのは“陰徳の美”に反する
かもしれませんが、公共イメージ向上的に、
また職業奉
仕的にも必要かなと思いました。
地区 国際奉仕部門 大木 保司部門委員長

国際奉仕部門 分科会の「国際交流」では日韓親善
会議・交流30周年式典、日台親善会議があり、地区大会
では韓国・インド・タイの方々の接待をします。
「国際奉仕
」ではフィリピン・マニラでの奉仕事業、ベトナム・ハノイ
の奉仕事業の視察をして、
２月・３月は検証に行ってきま
す。そして国際大会と、計８回、海外へ行かなければなり
ませんが、乗り切れるように頑張りたいと思います。あり
がとうございました。

スマイル
藤村会長／須田幹事／樋口副会長／宇多村副幹事／
井上会員／村岡会員／尾花会員／大木会員／
大塚崇行会員／島村会員／齋藤博重会員／深澤会員／
久保田会員／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

セミナー報告、
ありがとうございました！
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欠席

会員数
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前々回確定
修正（％）

３6
13

出席数 23
（％） 63.89

77.78

欠席数 8
（Ｍ・Ｕ） 8

米山記念奨学生 鄭さんの誕生記念＆懇親会が開催されました。
鄭さん、23歳のお誕生日、おめでとう！
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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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2017. 9. 28 於：北の国バル

