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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。
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本日はインターシティーミーティングのキャラバンということで桶川ロ
ータリークラブからたくさんの方に来ていただきました。ありがとうご
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ざいます。
今週の報告です。先週の例会は地区大会への振り替えでした。11日は
ロイヤルパインズで委員会、本会議、晩餐会に出席してまいりました。
本会議で決定されたものとしては、決議第11号の地区記念誌「地区のあ
ゆみ」発行する件です。承認されましたが、2000円/人の徴収は見送ら
れ今後検討となっています。その他はそのまま承認されました。その後
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各部門現状報告がされ、地区指導者育成セミナーとして「国際ロータリ
ーとポリオ、これまでとこれから」ということで第3ゾーンエンドポリ
オナウゾーンコーディネーターの松本祐二様からお話がありました。晩
餐会には須田幹事と出席してまいりました。
2日目は皆さんにもご協力頂き朝9時からコホストクラブとして運営に
携わって頂き本当にありがとうございます。当日までやることがはっき
りしない中、皆さんの迅速な対応に感謝します。記念公演は「日本の針
路と誇りある国づくり」ということでジャーナリストの櫻井よしこ様が
講演しました。現在行われているトランプ大統領のアジア歴訪は歴史的
な転換点になる可能性が高いとの話でなかなか辛辣な内容でした。

行事予定
12月 7日 医療・健康に関する
卓話 藤村病院Dr.
12月14日 フィリピン・ベトナム
視察報告
12月21日 次年度役員発表
クリスマス例会
12月28日 休会

懇親会では急遽樋口副会長が抽選会の司会となり素晴らしい仕切りを
していただきました。その後上尾クラブだけであつまり南浦和にてお疲
れ様会を行い無事終了しています。
本日は桶川RCのIMキャラバンと小田切会員の入会卓話です。
本日も宜しくお願いいたします。

AGEO ROTARY CLUB

周年委員会ビジョン策定特別委員長・本田博巳様にご
講演をいただきます。
またオープニングには城西川越中
学校・城西大学付属川越高等学校 和太鼓「欅」による
演舞、懇親会の席では津軽三味線を企画しております。
「ロータリー：変化をもたらす」、
また大貫ガバナーの「新
たな行動 新たな感動」
ということで、クラブ会員一丸と
なって準備をしております。ぜひ多くの会員の皆様にご
参加いただきまして、
「行って良かったな」
というＩＭにし
たいと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。

I n t e r c i t y M e e t i n g キャラバン

第５グループ ガバナー補佐

池田 遙愰様

本日は桶川ＲＣの主要メ
ンバー集めてお訪ねしまし
た。今、藤村会長が仰った
とおり、大貫年度の最大イ
ベント〜地区大会が盛大
に、大成功裏に幕を閉じま
した。上尾クラブさんにおかれましても、第５Ｇ、生みの
親クラブという存在の中で役割を担い、お疲れ様でした。
本日は私ども桶川クラブがホストクラブとなるINTERCITY MEETINGの案内に来ました。2018年2月15日
（木）、桶川市民ホールで開催します。本日は桶川クラブ
の親クラブである上尾クラブにお邪魔してご指導を仰ぎ、
これから具体的な準備に入ろうかなと思い、大勢で参上
しました。
どうぞたくさんの皆さんのご来場をお願いいた
します。
桶川ロータリークラブ 会長 鈴木拓雄様

本日は、皆さんの手帳の
来年2月15日に「ＩＭ」
と書
いていただくことを目的に
参りました。我々も精一杯
がんばって皆さんをお迎え
しますのでよろしくお願い
いたします。
地区副幹事 IM実行委員長 前島昌文様
先ほどからのお話のとお
り、2月15日に桶川市民ホ
ールでＩＭを開催させてい
ただきます。内容としてはメ
インに、
『奉仕の理念』を実
践しよう〜日本のロータリ
ー100周年に向けて〜ということで日本ロータリー100
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◇甲子園の事務局から、写
真と名前が入ったボール
をお求めになりませんか？
というご案内が届きました。
１球3200円です。希望さ
れる方はご連絡ください。
◇甲子園の額入り写真を例会後にお忘れの方がいらっ
しゃいます。事務局で預かっています。
◇2019〜2020年度派遣「ロータリー財団奨学生」を募
集しています。
ご興味のある方、周りにお心当たりのある
方がいらっしゃったらポスターとチラシがありますので
お持ちいただければと思います。
◇RYLA研修参加者募集のご案内が届いています。今
年は秩父・長瀞方面で、第１回〜４回まで研修日があり、
18〜35歳の男女で一般学生・一般社会人・各ロータリ
ー関係の方が参加できます。

AGEO ROTARY CLUB

委員長報告
親睦活動委員会

春日

孝文委員長

小田切新会員の歓迎会
を11月30日の夜間例会後、
スペインバル・アデランテ
で開催いたします。多くの
皆様のご参加をお願いい
たします。

例 会 主 題
新会員卓話

小田切宏治会員
（(株)北陽 代表取締役社長）
名前は小田切宏治（おた
ぎり・こうじ）
と申します。姓
の小田切は「おだぎり」
と濁
らず「おたぎり」になります。
1973年9月2日生まれ、44
歳で、現在独身です。いい
人がいたらご紹介いただけると幸いです。
経歴についてです。生まれは長野県松本市です。4歳
まで長野にいました。松本は寒くて家が凍っていて、埼
玉には小学5年生頃に来たのですが、気候が温暖に感
じ喜びました。埼玉でははじめ桶川市日出谷で暮らしま
した。当時はおけがわマインもなく草原が広がっていま
した。その後、桶川・上尾が発展して郷土愛が芽生えて
います。中学は都内に通いました。
趣味の話です。
まず猫ですが、20年間に4匹飼ってい
ます。大貫ガバナーとは猫の話をする機会が多かったで
す。動物が好きで、今でも猫を2匹飼っています。
最近は乗馬を趣味にしています。ただ私の動物好きの
愛情が馬に通じるわけでなく、結構馬に噛まれてます。
乗馬を始めて１年ほどですが、
３回右腕を噛まれました。
噛まれると、手の肉が結構もっていかれます。草食動物
で歯がすりこぎ状のため、特殊な傷跡が残っています。
趣味関連で、大学時代は射撃をやっていました。射撃の
種目は多数あり、その中で、スモールポアという、小口径
のライフル銃で50m先の標的を狙うという競技です。新
歓の時に空気銃を撃たせてもらって「才能あるね」
と勧
誘されて入部したのですが、結構普通に的に当たります。
50m先、直径30cmくらいの的で、みんな的に当たると
いうことは、
トップの選手はいかに中央の10点台に当て
ているか、
という競技になります。3時間かけて120発を
撃ち続ける耐久力を争うレースがあり、ただ撃ち続けだ

けでなく、姿勢を安定させるために革のコートを着込ん
で争うため、真夏のレースだと熱中症でダウンする人が
続出し、何を争っている競技かわからなくなります。
また
観客も、的が小さいため何を見たらいいかわからなくな
り、オリンピック競技の中では削除の候補に挙がってい
ます。なので日本ライフル協会はルールを変更して観客
を楽しませる工夫をしているようです。2020年東京オリ
ンピックでは、射撃や乗馬はチケットをとりやすいと思い
ますので、ぜひルールを知って楽しめるようになってい
ただければと思います。
仕事では、住宅工事の仮設資材のレンタル事業を営
んでいます。扱っている商品は建設現場では欠かせない
ような、工事看板、仮設トイレ、仮設階段などをレンタル
しています。多くの現場を抱えているハウスメーカーさん
を中心にお取引をしていて、小さな売上を積み上げてい
ます。住宅の供給も減ってきていますので、当社としては
新規事業への展開・参入を検討しています。
ロータリークラブへの入会では、仕事面での新しい提
案・営業なども期待していますが、上尾商工会議所青年
部にも所属していて、地域へのご奉仕に共感をしていま
す。ロータリークラブが奉仕団体とは聞いていましたが、
どのような活動をしているか知らなかったのですが、例
会に出席して標語を知ったり、歯車がデザインされたシ
ンボルマークを見て社会を円滑に回していく一員になれ
たらと思っている次第です。
どうぞこれからよろしくお願いいたします。

工事現場・建設現場の資材レンタルは（株）北陽へ！

スマイル
桶川ロータリークラブの皆様、ようこそ！
小田切会員、卓話いただきありがとうございました！
武重会員
地区大会、ご苦労さまでした！
樋口副会長 地区大会、お疲れ様でした！
尾花会員
結婚・誕生祝い、ありがとうございました！
大塚崇行会員 小田切会員、入会おめでとうございます！
長沼会員
今週も地区の公共イメージ向上委員会に出席してきました。
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出席数 24
（％） 64.86
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欠席数 6
（Ｍ・Ｕ） 11

藤村会長／須田幹事／宇多村副幹事／岡野会員／大塚信郎会員／
小林邦彦会員／齋藤重美会員／萩原会員／名取会員／野瀬会員／
斎藤修弘会員／門崎会員／春日会員／芳賀会員／小田切会員

２０１7. 11. 12 地区大会2日目 夜 お疲れ様会

コホストクラブとして参加協力した地区大会は
大成功をおさめました。皆様お疲れ様でした！

２０１7. 11. 24 鴻巣RC創立50周年記念式典

盛大な式典・祝宴が開かれ、藤村会長は中締めの挨
拶で3クラブ合同での国際奉仕事業を披露しました。

於：アルタビスタガーデン
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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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於：ワイン食堂 ZAN 南浦和

