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行事予定
5月17日 5/19・20親睦旅行に
振替（例会場・時間変更）
5月24日 次年度計画
クラブフォーラム⑤
5月31日 台南東北ロータリークラブ
覚書署名式

2017-2018年度 藤村 作 会長

皆さんこんばんは、本日も例会出席いただきありがとうございます。
そして米山記念奨学生の鄭維嘉さんようこそ。先週はゲストがたくさ
んいらっしゃって会長挨拶も短くと思い後半部分を割愛したので今日
は少しその話をしようと思います。とはいっても本日は結婚誕生、春
日さんの台湾報告、樋口次年度会長のPETS報告と盛りだくさんなので
長くならないように心がけます。
まずは、先週の例会後の報告です。理事会が行われて残りの2か月の
予定がほぼ決まりました。まず、先週お話した台南東北RCとの覚書に
ついてです。皆さんにお配りした通りの日程で来られます。今後ご協
力いただける日を募りたいと思いますのでよろしくお願いします。ま
た、5月の19日20日は会員旅行です。小林裕一郎さんの旅館に行きま
す。まだ参加者が10名程度なのでぜひ振るって参加お願いします。6月
はトロント国際大会への参加が20日から25日を予定しているため6月
の21日（木）の例会に私が出られないため日程変更とさせていただき
ました。19日の火曜日昼にこの場所で行いますのでよろしくお願いし
ます。
そして、理事会の話ではありませんが5月10日より今年度もいよいよ
野球の練習が始まります。次年度は甲子園目指す予定と聞いています
ので暖かくなってきましたし皆さん頑張りましょう。
では先週話そうと思っていたことです。皆さんご存知の通り先週の4
月19日はポール・ハリスの誕生日だそうです。1868年に誕生し1905
年2月3日、3人の仲間と共にシカゴRC設立となっています。今年はポ
ール・ハリス生誕150年になります。国際協議会においてはポール・ハ
リスの生誕150年の話は一切出なかったようですが、国際協議会のプロ
グラムの最初のページに「すべては一人のインスピレーションから始
まった」という言葉が記載されていたそうです。「すべては一人の」
とはポール・ハリスのことを言っているのでしょうか。ロータリー設
立113年になります。
4月は母子の健康月間です。今月のガバナー月信を見て頂くと大貫ガ
バナーが「母子の健康月間に寄せて」と題し挨拶しています。その中
の途中に6つの重点分野という文字があります。これはロータリー財団
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の基本的な方針でありこれに向かって世界中のロー
タリアンが奉仕活動をしているということです。
●平和と紛争予防／紛争解決 ● 疾病予防と治療 ●
水と衛生 ● 母子の健康 ● 基本的教育と識字率向上
● 経済と地域社会の発展ということです。ポール・
ハリスのインスピレーションのもと6つの重点分野
について上尾RCでも奉仕についてもう少し勉強し
て行ければなと感じる次第です。
本日も宜しくお願いします。
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須田悦正
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◇入会月のご集金を2018
年１月度から行っていませ
んでしたので、来週から入
会月のご集金を再開させ
ていただきます。
◇会長挨拶にもあったとお
り、5月29日〜6月2日まで台南東北ロータリークラブが
来日ということで、スケジュールごとへの参加の可否お
尋ねをＦＡＸさせていただきますので、
どうぞよろしくお
願いいたします。

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

4月から学校で卒業研究
が始まり、進捗報告会が月
曜と木曜になってしまい、
木曜昼の例会への参加が
できなくなってしまったの
ですが、先生と相談をして、
朝早めに私の発表をさせていただき、その後、例会に参
加させていただくことになりました。でも毎週抜けると卒
業できなくなってしまうので、月１〜２回は昼の例会に参
加できるといいなと思っています。
いま、就活と卒業研究と、
プライベートでサークル活動
など忙しくて、深夜３〜４時に寝て、朝７時に起きるとい
う生活をしているのですが、忙しくても毎日が充実して
いるなと感じています。
こんな寝不足の私ですが４月の
健康診断でまた背が伸びてしまって、身長170cmを超
えてしまいました。妹の身長が175cmあるので、私もそ
れくらい伸びるのかなと思っています。
それでは米山記念奨学生は継続生ですので、引き続
きまた１年、
よろしくお願いいたします。

結 婚・誕 生 祝 い
結婚記念日
大塚

崇行

おめでとうございます！

会員

きれいな花束をいただき
ありがとうございました。私
は平成5年4月3日が結婚
記念日で「５・４・３」
と忘れ
もしません。今年が平成30
年ですので銀婚式を迎え
ることができました。25年の節目を迎え家族で小さなお
祝いをしました。
結婚25年もありますが節目として、長男が大学を卒業
して就職をしました。次男は今年成人式を挙げました。
今後とも夫婦仲良く、家族仲良く暮らしていきたいと思っ
ています。
どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうご
ざいました。
齋藤

重美

会員

大塚さんのお話を聞い
て、私のところでは最初の
孫が就職をしたところです。
家の方は家内と二人だけ
で、庭をいじっています。
あいかわらず相棒の犬
がヤンチャです。知り合いの方は、犬に引っ張られて足
腰が立たなくなったそうです。
うちのパートナー（犬）は７
歳でたいへん従順です。
「おはよう」や「ありがとう」
とい
う言葉を教えましたが、
さほど言えていません。
「こんば
んは」は本人（犬）は言っているようです。
これからも、ぼ
けないように、皆さんに末永くおつきあいさせていただ
けたらと思っています。本日はありがとうございました。
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例 会 主 題
台湾・台南市

外遊報告

親睦活動委員会 春日 孝文委員長
本日は台湾の報告をさ
せていただきます。
3月5日〜7日、友好クラ
ブ候補先訪問を目的に、藤
村会長・樋口副会長・須田
幹事とともに台湾に行って
きました。なぜ台湾なのかというと、鴻巣ＲＣさんと台南
府城ＲＣさんが友好クラブで、鴻巣ＲＣ50周年記念式
典に台南府城ＲＣの方々が大勢参加されて、津田会長・
北川副幹事・宮澤地区国際奉仕委員長が台南市を表敬
訪問されるということで外遊に同行させていただき、新
たに友好クラブを探している台南東北ＲＣさんをご紹介
いただいた次第です。

台南市の街並

1日目の会食

台湾の概要です。国名は中華民国で、九州と同等の大
きさ、首都は台北市、人口は2400万人です。
５日に台南府城ＲＣさんと鴻巣ＲＣさんと会食をしまし
た。
3月６日朝、台南のお寺に行きました。お寺の脇には水
路があり、木のトンネルのような水路を観光客は遊覧し
ました。食事の量は多く、アルコール度数40〜50度のお
酒をショットで飲みました。夜、台南府城ＲＣさんの例会
場である台南大億ランディスホテルに行きました。
まず
は食事をして、それから例会になります。台南府城さんと
は藤村会長がバナーを交換しました。通訳はアキラさん
という男性がしてくださいました。
この日、台南府城ＲＣ
さんの例会に、台南東北ＲＣさんとお見合いのように同
席しました。国際扶輪3470地区のガバナーと地区幹事
も同席してくださり、一緒に集合写真を撮影しました。
２
泊３日の外遊の模様は以上です。ありがとうございまし
た。

1日目の会食

手前は通訳のアキラさん

2日目 観光した水路

鴻巣RCさんと

2日目 観光したお寺

アルコール度数の高いお酒と食事

2日目 例会前の食事

台南府城RCさんとバナー交換

台南大億ランディスホテルでの例会

台南東北RCさんとマッチング

台南東北RCさんとバナー交換

国際扶輪3470地区ガバナー、地区幹事さんも一緒に集合写真

スマイル
結婚記念日、おめでとうございます！
春日会員、報告ありがとうございます！
齋藤重美会員
尾花会員
大塚崇行会員
春日会員

結婚祝い感謝！
次年度に向けての準備、
ご苦労様です！
先月誕生祝い、今月結婚祝い、ありがとうございます！
台湾報告、拙い説明で申し訳ありません。
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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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