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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。
本日は例会日変更にも関わらず皆さん出席いただきありがとうございま
す。まずは、今週の報告です。先週の例会後理事会が開かれました。台
南東北RCとの懇親会費用等について報告しています。この後幹事から
参加費を頂く方に請求が行くと思いますので嫌がらずに出して頂ければ
と思います。その他は次年度の予定についてです。また一人新入会員の
入会申請がありました。正式には次年度入会予定となりますが、来週の
最終例会にオブザーバーとして参加されることとなっています。宜しく
お願いします。
また、残念な報告があります。今年度限りで退会したいとの申請が3
人の会員より出ています。本日臨時理事会を開き審議したいと思います。
今月は親睦活動月間です。今月のガバナー月信で大貫ガバナーがこん
なことを書いています。「ロータリーの活動は、ロータリアン同士が知
り合いの輪を広げることから全てが始まります。あたかも水面に広がる
波紋のように。皆様のクラブでもそうであるように、IMを通じて近隣
のクラブやグループ内のクラブとの交流がなされ、地区大会により地区
内のクラブ、そして国内外の姉妹や友好クラブを締結されているクラブ
では、お互いのロータリアンとの交流の輪が広がります。ロータリーの
神髄は、「親睦と奉仕」と言われています。そのことはロータリーの目
的の第１項「知り合いを広めることにより、奉仕の機会とすること」と
も記されています。知り合うことで友情が生まれ、その中で奉仕に繋が
る情報交換がなされ、奉仕活動へと発展していきます。またこの奉仕活
動は、ロータリアン同士のみに留まらず、インターアクターやローター
アクター、また活動内容を共にする他団体、行政などを巻き込み大きな
奉仕の渦として、世の中、世界を良い方向に変えて行くこととなり、人
々の役に立つ素晴らしい結果へと導かれます。」当クラブは、今年度は
ベトナムハノイの小児病院への奉仕、台南東北RCとの覚書締結、等海
外の団体やクラブとの繋がりが出来ました。ベトナムについては今年も
7月の下旬から8月の初めにかけ視察に行く予定です。これは須田年度に
実現できればと話し合っています。今後もベトナムとの繋がりが続いて
いければいいのかなと思っています。台南東北との繋がりも継続してい
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ければと思っております。また明日から最終例会の2
日前までトロント国際大会に行ってきます。今後も
地域だけではなく国際的にも繋がりを持ち、奉仕し
ていけるクラブになっていけたらと思っています。
会長職は今月で終わりますが今後もこれからの会長
を手伝っていければと思います。
本日は一年間を顧みてと次年度報告です。
本日も宜しくお願いします。
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◇台南東北ＲＣの来日の
際に、二木屋さんに行かれ
た方と、川越観光に行かれ
た方へのご集金を検討さ
せていただいており、精算
させていただければと思い
ます。金額は、二木屋に行かれた方が５千円、川越に行
かれた方が１万円になります。
よろしくお願いいたします。
◇台南東北ＲＣからのお土産をお持ち帰りになられて
いない方がいらっしゃいますので、
まだの方はお持ち帰
りをお願いいたします。

委員長報告
次年度親睦活動委員会

例 会 主 題

各委員長「一年を顧みて」
クラブ管理運営委員会 宇多村海児委員長
クラブ奉仕委員会として具体
的な達成はありませんが、一年
を通じて、会員同士の雰囲気に
目を配り、特に問題なく良かった
なぁと思いました。
「歴史と伝統」
の上尾クラブの積み重ねによるものだろうなぁと思いま
す。今後も煉瓦を積み重ねていけるよう努めたいと思い
ます。一年間ありがとうございました。
出席委員会 深澤 圭司委員長
私自身、出席率100％でなけ
ればならないのですが、55周年
記念式典を控えた3月8日に大
動脈解離A型を発症して緊急入
院しました。
１か月後に退院しま
したがなかなか体調は良くならず３ヵ月ほど休んでしま
ったことをお詫び申し上げます。来年は体に無理のない
ようロータリーライフを続けていきたいと思いますので
よろしくお願いいたします。
親睦活動委員会

芳賀克久委員長

先週皆様方にFAXで送ら
せていただいているように
7月29日（日）に、移動例会
（納涼例会）
としてプロ野球
観戦を企画しました。
６月
末が出欠の回答期限です。
ご家族も含めてご参加いただければと思います。
よろしく
お願いいたします。

ご子 息の誕 生 祝い

斎藤 修弘 会員

お子様のお名前は「叶真（とうま）」
くんだそうです！
おめでとうございます！

春日

孝文委員長

８月19日に行われたさいたま
スタジアムでの納涼例会には18
名の方にご参加いただきました。
10年にあるかないかの大雨の
中、試合開始が１時間遅れ、その
ぶん親睦がいっそう深められたのかなあと思います。
12月21日には48名の方にご参加いただきクリスマス
例会が開催できました。
1月25日、恵比寿亭での新年例会では23名にご参加
いただきました。
5月19-20日の親睦旅行では小林裕一郎会員が経営
する温泉旅館ニュー牧水に11名で行ってきました。小
林裕一郎会員にはバスを運転していただき、
また観光地
をご案内いただき本当にありがとうございました。
今年度は国際的な親睦活動も個人的には多くてベト
ナム、台湾に行き、
これから国際大会でトロントへも行っ
てきます。
6月28日には最終例会が35名で行われる予定です。
ご参加のほどよろしくお願いいたします。
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プログラム委員会 斎藤 修弘委員長
プログラム委員長を仰せつか
って年度当初は意気込み、
２度
ほど委員会を開催しました。
プロ
グラムの空きがあるところでは、
地区の卓話者バンクから３名を
お招きしました。出席意欲が喚起される例会の企画に努
めたつもりですが、それがどれほど貢献できたか定かで
はありませんが、一年間プログラムを設営させていただ
き感謝しております。ありがとうございました。
ホビー委員会 芳賀 克久委員長

主な活動としては、野球部の練習と、ゴルフコンペのお
声がけでした。私一人ではわからないところも多く、会長
・幹事・副委員長などたくさんの方に支えられてやってこ
れたのだと思います。
この経験を生かして次年度、
ご協
力できればと思います。ありがとうございました。
ロータリー情報委員会

齋藤

博重委員長

今年度は情報委員会の企画
ができず申し訳ありませんでし
た。次年度の情報委員会でお役
にたてたらと思います。

ロータリー財団委員会 久保田 勲委員長
例年通り、皆様方にご協力を
いただいて、ガバナー公式訪問
までに100%達成ができました。
また課題であったポリオプラス
の面では、ペットボトルキャップ
回収で少しは穴埋めができたのかなと思っています。あ
りがとうございました。
55周年実行委員会 小林 邦彦委員長

去る3月1日に上平公園でバラ
の記念事業で植樹を行い、3月
16日に記念式典、そしてベトナム
への国際奉仕、先日の台南東北
ＲＣさんとの友好クラブ覚書調
印と、会員の皆様にはたいへんご協力をいただきありが
とうございました。実行委員会でも一年を通しての活動
で、たいへんお世話になりました。いま記念誌を作成し
ていますが、台南東北RCさんの記事を盛り込んだ都合
から、予定より少々刊行が遅れておりますが、近日、お渡
しできると思いますのでお待ちください。いろいろありが
とうございました。

例 会 主 題

公共イメージ向上委員会 野瀬 将正委員長
週報は刊行でき、
「あぴお」へ
も年３回投稿できてピーアール
ができたと思います。
「ロータリ
ーの友」
も６月号で掲載できて良
かったと思います。公共イメージ
の向上は次年度の委員長に計画していただければと思
います。
職業奉仕委員会

長沼

大策委員長

ロータリーの目的と四つのテ
ストではＳＡＡさんにご協力い
ただき、皆様にご唱和いただき
ました。ありがとうございました。
企業訪問では、岡野パスト会
長が前理事長だった、社会福祉法人あゆみ会上平事業
所にお訪ねでき、有意義だったと思っております。
クラブの委員会とは異なりますが、地区へ出向させて
いただき地区副幹事と公共イメージ向上委員を務めさ
せていただき貴重な経験となりました。1年間、ありがと
うございました。

一年のスケジュールですが、
９月20日は第５Ｇ山口光
男ガバナー補佐がお見えになり、ガバナー公式訪問準
備になります。そして10月4日が中川ガバナーの公式訪
問になります。
この２日はぜひご出席のほどお願いいた
します。その他、地区目標、会長方針、幹事方針、会務分
担表、各委員会の活動、年間行事予定表とありますので
、お目通しのほどお願いいたします。次年度、
どうぞよろ
しくお願いいたします。

次年度計画の発表

樋口 雅之 次年度会長
次年度のバリー・ラシン
RI会長のテーマは「BE
THE INSPIRATION〜イ
ンスピレーションになろう」
です。
このテーマにはラシ
ン会長の「何か大きなこと
に挑戦しようというインスピレーションを、クラブやほか
のロータリアンに与えてください。自分よりも長く、後世
にも生き続けるものを生み出すために、行動を起こす意
欲を引き出していただきたいのです」
というメッセージが
強く表現されています。そしてロータリーの新しいビジョ
ン声明は、
「私たちロータリアンは、世界で、地域社会で、
そして自分自身の中で、持続可能な良い変化を生むため
に、人びとが手を取り合って行動する世界を目指してい
ます」
という文言があります。
また中川ガバナーの地区運営方針では「すべてはクラ
ブ活性化のために―実り豊かな奉仕を目指して―」
とあ
ります。

各委員長様 一年間お疲れ様でした！
次年度もよろしくお願いいたします！
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例会日 毎週木曜日 12：30〜13：30
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藤村会長／須田幹事／樋口副会長／宇多村副幹事／
武重会員／岡野会員／小林邦彦会員／尾花会員／
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／関口会員／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／小田切会員

