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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。
年があけてから賀詞交歓会、先週の例会と続きいよいよ下期がスター
トした感があります。ただ、例年ですとこの時期よりインターアクト
の韓国3750地区から訪日団の準備に追われる次期ですが、今年度は皆
さんご存知の通り上尾高校のインターアクト部が休部状態ですので、
それに伴い韓国訪日団の受け入れを断った次第です。
その代わりと言っては何ですが、先週は香港のロータリークラブか
らJACKY LAMさんが来られました。突然の訪問で皆さんも戸惑われ
たかもしれませんが、ちょっと経緯をお話します。先週上尾西の水野
さんからも話がありましたが、彼と水野さんは仕事関係の知り合いだ
そうで、今回日本に来るにあたって日本のRCを訪問したいとのことで
上尾に来たそうです。彼のクラブはすでに3つの姉妹クラブがあるそう
で、更に日本で姉妹クラブを作りたいとの希望があります。香港のク
ラブなので仕事も世界中を行き来している会員も多いようで、札幌に
支社がある人もいるようです。JACKYさんも奥さんが日本好きなよう
でぜひ日本に行く口実を作るために日本のクラブと友好関係を結べた
らと言っていました。また、あちらのクラブの人数は上尾と同じくら
いの人数で日本語を話す人も2，3人いるとのことです。友好クラブに
なるかどうかはわかりませんが、これからもいい関係が築けたらと思
っています。
また3月初めには台湾の台南に行く予定があります。台南にあるロー
タリークラブにメイキャップしてきます。これは鴻巣RCの宮沢さんの
紹介で実現しました。鴻巣RCは台湾のRCと友好クラブを持っていま
すがその紹介で友好クラブを作りたいと言っているクラブがあるそう
なので例会に行って見学してこようと思っています。あちらの接待は
かなり飲まされると聞いていますので心して行ってきます。このこと
をきっかけに、香港、台湾のどちらかのクラブと次年度には友好クラ
ブを作れればと思っていますので、その際には皆さんもご協力お願い
します。
この一週間の報告をします。まず最初に先週の例会の後に会長会を
開かさせて頂きました。そこで、検討されたことを報告します。一つ
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目は次次年度のことです。年末に開かれたパストガ
バナー補佐の会でガバナーノミニーの小林操氏の元、
第五グループのガバナー補佐の推薦がありました。
今回は上尾クラブから出すこととなり島村健さんが
推薦され先日の会長会でも認められ、その後の理事
会で承認されました。ご本人も快く承諾して頂きま
した。次々年度はガバナー補佐輩出クラブとして忙
しくなると思いますが皆さんご協力よろしくお願い
します。2つ目は名誉会員についてです。皆さんご
存知の通り先般新しい市長が誕生しました。当上尾
RCは歴代市長を名誉会員としています。先日の事
件以来ホームページから名誉会員の名前を削除して
いるのですが、新しい市長をお迎えするかについて
話し合いました。結論から申します。賛否両論あり
ましたが、今年度は名誉会員は置かず保留とします。
次年度より設置するかは次年度体制にお任せするこ
ととなっています。次年度の役員の方々宜しくお願
いします。
次に14日の日曜ですが上尾市スポーツ少年団バレ
ーボール冬季大会の上尾ロータリークラブ杯が鴨川
小学校体育館で行われました。来賓あいさつをさせ
て頂き2試合ほど見てきました。3チーム参加してい
ましたが上尾だけでなく川越からも参加して頂き盛
り上がりました。上尾クラブは強いようで全国大会
にも参加したそうです。中には元上尾メディックス
の選手の娘さんもいて活躍していました。寒かった
ですが楽しく見させていただきました。
本日は上期中間報告です。皆さん宜しくお願いし
ます。

幹
須田悦正

事
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委員長報告

社会奉仕委員会

齋藤

哲雄委員長

「第28回上尾市障がい
者作品展示即売会」が2月
2日〜2月5日までの４日間
にわたって丸広百貨店上
尾店６階催事場で行われ
ます。当番表についてFAX
が送られてくると思いますのでご協力のほどよろしくお
願いいたします。

結 婚・誕 生 祝 い
お誕生日

おめでとうございます！

樋口 雅之会員
誕生祝いをいただきありがとうございます。1月2日に
満43歳になりました。先週久々にインフルエンザにかか
ってしまいました。予防接種は11月に受けていたのです
が体温が41.3度まであがって丸４日静養していました。
息子の中学受験で都内に受験に送っていったら熱っぽ
いと思ったので、試験中に病院に行き、インフルエンザＡ
型ですよと診断されました。今はすっかり回復しました
が家内がインフルエンザにかかって寝込んでいます。
今年７月からは当クラブの会長を務めさせていただく
予定ですので、いままで以上に充実した一年にできるよ
うに、
また上尾クラブの皆様のためになるような一年に
できますようにと一生懸命がんばっていきますので引き
続きご指導のほどよろしくお願いいたします。

告

幹事

◇トロント国際大会に行か
れる方で、ガバナーナイト
に参加される方は参加費
15,000円を幹事までお願
いいたします。
◇2月2日から障がい者作
品展示即売会の当番表をお配りしていますのでよろしく
お願いします。
◇下期の会費納入をよろしくお願いいたします。
◇大宮北東ＲＣの森田ＰＧの奥様がお亡くなりになっ
たとご案内がありました。
◇RYLA研修生の追加募集がきています。

結婚記念日

おめでとうございます！

宇多村 海児会員
1月13日に素敵なお花をいただきありがとうございま
す。私は花を愛でることははないのですが、家内が鉢植
え等を大事にする性分ですので、いつも花束を喜んでい
ます。平成3年1月13日に結婚したので27年になりまし
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た。まもなく30年になるんだ
なぁと家内と会話をしまし
た。我が家では倅が高校受
験生でしてあと１ヵ月で進
路が決まってしまうなど、時
間が経つのが早いと実感
する今日この頃です。
これからも夫婦仲良くやっていきた
いと思います。今後ともよろしくお願いいたします。

例 会 主 題

上期中間報告

クラブ管理運営委員会 宇多村海児委員長
特に報告はなく、淡々と問題なく進んで運営されてい
ると思います。引き続きよろしくお願いいたします。
出席委員会 深澤 圭司委員長
富永先輩が公式訪問100％例会という目標をつくっ
たのですが、今年は88％という成績でした。親睦活動委
員会さんとプログラム委員会さんと協力して、最終例会
にむけて出席率100％例会を目指したいと思います。

奉仕プロジェクト委員会 樋口 雅之委員長
社会奉仕委員会については８月に献血運動にご協力
いただきました。国際奉仕委員会についてはベトナム・ハ
ノイへ国際奉仕を行いました。
また友好クラブの情報収
集を下期に予定しています。
創立55周年記念委員会 小林 邦彦実行委員長
近日中に記念式典のご
案内をFAXさせていただ
きますので、会員のみなさ
んはもとより、
ご家族のみ
なさん、おおくのみなさん
のご出席ご協力のほどよろ
しくお願いするとともに、役割分担をお願いすることにな
ると思いますのでよろしくお願いいたします。

上期、お疲れ様でした。
下期もよろしくお願いいたします！

スマイル

親睦活動委員会 春日 孝文委員長
上期の実績では8月19日に納涼移動例会として、18
名の出席でサッカー観戦をさいたまスタジアムで行いま
した。12月21日にクリスマス例会を開催し、総出席数49
名でした。今後の予定では、来週には新年例会を開催い
たします。
また５月には会員親睦旅行、
６月には最終例会
を予定しています。なるべく時間とお金をかけずに、みな
さんが参加しやすい活動を進めていきたいと思っていま
すのでどうぞよろしくお願いいたします。

小林邦彦会員 55周年、
よろしくお願いします。
尾花会員
震災復興支援を忘れずに
宇多村副幹事 結婚祝ありがとうございます。
スポ少駅伝で上平サッカースポーツ
少年団が優勝しました！
藤村会長／須田幹事／樋口副会長／
武重会員／大塚信郎会員／富永会員／井上会員／
村岡会員／萩原会員／大木会員／大塚崇行会員／
島村会員／深澤会員／齋藤哲雄会員／野瀬会員／
長沼会員／門崎会員／春日会員／

公共イメージ向上委員会 長沼大策副委員長
会報の刊行、情報の発信は例年どおりに行っています。
12月に行かれたハノイの国際支援の模様を、ハノイに行
った春日さんにお願いして『あぴお』に投稿させていただ
くということで進んでいます。
また同様にこの国際支援の
模様は、春日部西RCさんと鴻巣RCさんと調整して『ロ
ータリーの友』へ須田幹事が寄稿予定です。

出席率
出席 会員数
欠席 欠席数

職業奉仕委員会 長沼 大策委員長

前々回確定
修正（％）

上期はSAAさんのご協力のもと、ロータリーの目的、
四つのテストをご唱和いただいています。ありがとうござ
います。下期には、岡野パスト会長が理事長を務められ
た社会福祉法人あゆみ会上平事業所に企業訪問させ
ていただく予定です。
よろしくお願いいたします。

第２719回 例会
２０１8. 1. 25

新年例会

於：上尾 恵比寿亭

３7
14

出席数 23
（％） 62.16

100.00

欠席数 0
（Ｍ・Ｕ） 0

親睦活動委員会 春日孝文委員長

上尾恵比寿亭で新年例会を行いました。
藤村会長は先日、桶川RCさんにメーキャップに行ったところ、2月に開催されるIMのリハ
ーサルをすでに2回も開催されて、気合いが入っている様子だったとご報告くださいました。
米山記念奨学生の鄭維嘉さんは、樋口カウンセラーと一緒に就職祈願で湯島天神に行っ
たそうです。
また2018-2019年度の地区出向予定者に委嘱状が授与されました。

第２720回 例会 第28回上尾市障がい者作品展示即売会
於：丸広百貨店 上尾店 6階催事場

社会奉仕委員会 齋藤哲雄委員長

初日の午前はあいにくの雪でしたが、幸い積もらず、以降は好天にも恵まれ、大勢のお客
様がご来場されました。記念品の引換等、会員みなさまは当番ご担当、お疲れ様でした。
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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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