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行事予定
6月 7日 卓話 福園健様
（川口モーニングRC）
「ロータリアンとして
知っておきたい
相続の基本と対策」
6月14日 卓話 長澤幸義様
（越谷南RC）
「未来を見据えて
〜未来年表を元に
今後何をするべきか、
今後の事業を
考える〜」
6月19日 卓話 各委員長
「一年を顧みて」
6月28日 最終例会

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。
まずは前回5月10日の例会後からの2週間の報告です。10日の例会
の日の夜、野球部の練習が尾花さんのバッティングセンターでありま
した。その後これからの予定が話し合われました。詳細はホビー委員
会で決めていきますが、今年度次年度と引継ぎ来年は甲子園を目指す
予定となりました。また、8月の早朝例会後の練習と秋口に越谷北RC
との練習試合を計画する予定とのことです。今年度の心残りの一つと
してあった野球部の活動がいよいよ活発になっていくと思います。野
球部員、そうでない方も含めまた上尾RCが一つの方向へ向かっていけ
ればと思います。
そして先週末には会員旅行が行われました。土曜の昼出発し日曜の
夕方帰着というゆったりした工程で行ってまいりました。場所は小林
裕一郎会員が経営しているニュー牧水苑という老神温泉です。11人と
いう人数でしたが、米山奨学生の鄭さんも参加して頂き楽しく親睦を
深められたと考えています。温泉も良くて、食事も美味しく、その他
もろもろ楽しめたのではないかと思います。皆さんのテーブルにある
のがお土産ですが、今回小林会員のご厚意で頂いた物です。本日は旅
行の詳細報告と思ったのですが準備の都合で間に合いませんでした。
後日、時間が取れれば報告としたいと思います。
本日の予定ですが、本来なら次年度計画でしたが樋口次年度会長が
来られなくなり急遽変更となりました。次週予定だった結婚誕生も本
日に変更となっています。本日は例会主題として樋口次年度がPETSの
時にもらった職業奉仕理念の誕生と発展というDVDを流します。私も
見させてい頂きましたが、ロータリーの誕生から職業奉仕理念の誕生、
実践、発展職について分かり易くまとめられたDVDだと思います。私
がロータリーに入って職業奉仕というものがあると知ったときあまり
意味が分かっていませんでした。と言うのも私の職業自体が人を助け
る事であり即ち職業奉仕なのではないかと思ったからです。だったら
何のためにロータリーに入ったのか、入らなくてもやれるなら入る必要
は無かったのではないかと考えることもありました。このDVDを見る
とちょっとだけロータリーに入った意義が整理できたような気がしま
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す。皆さんも自分の職業奉仕に対する考え方と照ら
し合わせて考えて頂ければと思います。次年度報告
は6月19日の例会で「一年間を顧みて」と一緒にや
る予定ですのでよろしくお願いします。
そして、本日はこの後須田幹事より次週に迫った
台南東北RC来日の詳細について報告と皆さんへの
お願いがあります。来日に向け歓迎の準備ほぼ出来
てきたのですが、あと一週間ありますのでご意見頂
ければ検討したいと思います。宜しくお願いします。
本日はいろいろ内容変更で申し訳ありませんが宜
しくお願いします。
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この後、台南東北ロータリークラブさん来日の詳
細についてご連絡させていただきます。本日もよろ
しくお願いいたします。

委員長報告
親睦活動委員会

春日

孝文委員長

先週の会員親睦旅行に
は11名の会員の皆さまに
ご参加いただきありがとう
ございました。次の親睦活
動としては、6月28日に最
終例会がございます。あら
ためてご案内させていただきますので、
ご出席いただき
たくお願い申し上げます。

結 婚・誕 生 祝 い
結婚記念日

おめでとうございます！

結婚祝いをしていただき
ありがとうございます。私が
結婚しましたのは50年以
上前になり正確な数字が
でてこないところです。
４人
の子どもに恵まれ、やって
おります。私たち夫婦は喧嘩しません。
まわりから見ると
仲睦まじいようですが、喧嘩をするのが面倒だからです
。50年以上の結婚生活ですが、あっという間です。でき
るだけたくさんの子どもがいた方が楽しいです。記念日
をお祝いいただき御礼を申し上げます。
これからもよろ
しくお願いいたします。

例 会 主 題 1
台南東北ロータリークラブさん来訪説明
須田 悦正 幹事

皆さんのお手元に、台南
東北ロータリークラブ来日
日程という資料をお配りし
ました。30日の食事会に関
しては、上尾ＲＣだけで14
名、台南東北RCさんが13
名来られ、予約した部屋に入れないくらいの状態で、皆
さんのご協力がたいへんありがたいなぁと思っておりま
す。浦和ロイヤルパインズホテルからの送迎は、私と春日
会員で行おうと思っております。
また今のところ夜間例会
も22名出席の回答をいただいております。川越への観
光は上尾RC６名、中型バス貸切で行います。
台南ＲＣさんが12名と、コーディネーターさん１名が
来られます。会長と一緒に台湾に行った際は、言葉が通
じなくて大変だったなと思いました。日本語が通じる方
はコーディネーターの１名だけで、鄭さんが来てくれれ
ば通訳は２名になるのかなと思っています。
一行は５月29日〜６月２日です。当クラブが接待させ
ていただくのは、29日、30日、31日、2日です。29日のお
迎えは樋口副会長と宇多村副幹事に行っていただきま
す。30日は有志による懇親会ということで、北浦和の二
木屋さんに訪ねます。31日の川越の観光は、浦和ロイヤ
ルパインズホテルから10時スタートということで、上尾
駅前に９時にお集まりいただければ、浦和から10時スタ
ートできるかなと思っています。11時から川越城本丸御
殿、食事、散策というスケジュールです。当日は夜間例会
になります。
ここで友好クラブになるための調印式を行
います。
３年後に姉妹クラブの調印を予定しています。
１
日は台南東北RCさんは鎌倉観光をされるそうで、
２日
にお見送りになります。
台南東北ＲＣさんは、歴史的な観点や、人数や年齢層
から、上尾ＲＣに合っているのではないかとコーディネ
ーターさんが勧めてくれたクラブです。
３月、私たちが台
湾に訪ねた際もフランクに接してくださいました。
来年は、私たちが台湾に行く番なのかなぁと思ってい
ます。クラブのメンバーの中に、世界で３本の指に入る造
船所の社長さんがいらっしゃるそうなので、造船所を見
学したいかなぁと思っております。
当日、
どうぞよろしくお願いいたします。
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例 会 主 題 2

DVD放映

職業奉仕理念の誕生と発展

スマイル
■尾花正明会員：姉妹クラブ締結まで頑張りましょう。

■藤村 作会長：結婚・誕生おめでとうございます。

■大木保司会員：旅行、お疲れ様でした！

次週、台南東北RCさんが来られます。

ご自愛ください！

よろしくお願いします。

■島村 健会員：4月の誕生祝い、ありがとうございます。

■須田悦正幹事：来週の台南東北RCさんの来日、

■関口和夫会員：ご結婚、お誕生おめでとうございます。

よろしくお願いします。

■長沼大策会員：AGEコンという婚活パーティーを七夕

■宇多村海児副幹事：風邪をひいてしまいました。

の夜に開催する運びになりました。

皆さまご自愛ください。
■武重秀雄会員：①先日はクラブの旅行、お世話になりま

■斎藤修弘会員：本日もよろしくお願いします。

した。②5月5日は私の結婚記念日です。

■門崎由幸会員：親睦旅行、お疲れ様でした。

■岡野晴光会員：本日もよろしくお願いします。

■春日孝文会員：親睦旅行、皆様、ありがとうございました。

■大塚信郎会員：本日もよろしくお願いします。

■芳賀克久会員：ご結婚、お誕生おめでとうございます。

■齋藤重美会員：第2733回移動例会：老神温泉、親睦
活動委員会・春日委員長、各委員の皆様、小
林裕一郎会員、大変お世話になりました。

出席率
出席 会員数
欠席 欠席数
前々回確定
修正（％）

２０１8. 5. 19
〜5.20

於：群馬県老神温泉
親睦活動委員会
春日孝文委員長

出席数 19
（％） 51.35

81.08

欠席数 7
（Ｍ・Ｕ） 11

移動例会〜会員親睦旅行で大自然を満喫しました！
5月19日（土）午後から上尾を発ち、小林裕一郎会員＝（株）ニチネンさんが経営する
群馬県老神温泉の温泉旅館、ニュー牧水苑に向いました。温泉でリフレッシュをして
宴席を楽しみ、翌20日（日）は風光明媚な吹割の滝を散策。川場田園プラザで昼食
の後、吉祥寺を散策して帰途につきました。ロータリー米山記念奨学生・鄭維嘉さん
ふくむ11名が参加、素晴らしい旅館と大自然を満喫し、会員同士の親睦がいっそう
深まりました。
ご参加いただいた会員の皆様、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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