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インスピレーションになろう

行事予定

8月16日 休会

8月23日 献血活動に振替

8月30日 部門セミナー報告
　　　　（時間変更）

2018-2019年度　樋口 雅之 会長会長あいさつ
　皆さまこんにちは。本日はお忙しい中、本年度の第３回例会に多数
の皆さまにお越しいただきまして、誠にありがとうございます。本日
は、国際ロータリー第2770地区 直前ガバナー 大貫等様、直前地区幹
事 本田守様、ようこそいらっしゃいました。前年度１年間、大変お世
話になりました。また、埼玉県赤十字血液センター井上部長様、高橋
様、ようこそいらっしゃいました。後ほど、８月２３日(木)の献血活動
ＰＲをよろしくお願いいたします。
　毎日暑いですね。報道によりますと、先週末から今週にかけて、全
国927観測点のうち646地点が30℃以上の真夏日になり、うち186地点
が35℃以上の猛暑日を記録しました。岐阜県の多治見市では昨日、今
年最高となる40・7度を記録し、関東では群馬県館林市と埼玉県熊谷市
で38・9℃となりました。昨日の一日だけでも、全国で計1758人が熱
中症で搬送され、6人の方が亡くなりました。厳しい暑さは今後も続く
見通しで、気象庁は熱中症への注意を呼び掛けています。皆さまも、
水分と休憩を十分とって、熱中症にならないよう、くれぐれもお気を
つけいただきたいと思います。
　また、先週もお話ししました、西日本豪雨の被害ですが、昨日現在
で、お亡くなりになった方は14府県で218名、安否不明が4県で14名、
避難生活を余儀なくされている方が16府県で4800名いらっしゃるとの
ことです。先週に引き続き、義援金の募金箱を設置しておりますので
皆さまのご協力をよろしくお願いいたします。また、地区より義援金
＠1,000円×会員数の協力依頼が来ておりますので、入会月の寄付金よ
り支出し、募金箱の金額も合わせて送金したいと思います。
　さて、7月の三連休のうち、７月１４日(土)～１５日(日)にかけて、
上尾夏まつりが開催されました。昨年は夕方の突風とゲリラ豪雨で事
故がありましたが、今年は特に大きな事故等はなかったようで、何よ
りです。お祭りにご参加された方、神輿を担がれた方、ご家族と遊び
に行かれた方、いらっしゃるかと思いますが、暑い中、大変おつかれ
さまでした。
　続きまして、ロータリー関連のご報告ですが、上尾夏まつりと同日
の７月１５日(日)は、大宮ソニックシティにて、青少年奉仕部門セミナ
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例会日　毎週木曜日　12：30～13：30
例会場　東武バンケットホール４F（ポリアス）
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スマイルスマイル
直前ガバナー 大貫等様／直前地区幹事 本田守様
樋口会長／宇多村幹事／須田副会長／斎藤修弘副幹事／
武重会員／岡野会員／大塚信郎会員／小林邦彦会員／
村岡会員／尾花会員／大木会員／久保田会員／関口会員／
藤村会員／野瀬会員／長沼会員／門崎会員／坂本会員／
春日会員／小田切会員

第２743回 納涼例会

出席　　会員数　　３4　　　出席数　　22
欠席　　欠席数　　12　   　（％）　 64.71
前々回確定　　　　　　　　　欠席数      4
修正（％）　 　    88.24 　      （Ｍ・Ｕ）    1

藤村年度、1年間お疲れ様でした！

69歳になりました。来年の今頃は現役を引退できた
らなぁとひそかに準備しています。誕生祝い、あり
がとうございました。

結婚・誕生祝い

お誕生日　おめでとうございます！

大塚　信郎　会員

　7月26日（木）で51歳になります。50歳の思い出
というと、会長年度だったわけで印象に残る50歳で
した。会長年度では皆さんにご協力いただき、たい
へんありがとうございました。

藤村　作　会員

例 会 主 題 
　前年度決算報告では適正に会計処理されているこ
とが報告され、前年度事業報告が行われました。

2018.7.29 於：東京ドーム　親睦活動委員会　芳賀克久委員長

第２744回 早朝例会 2018.8.3  於：上平公園駐車場

プロ野球「巨人×中日戦」観戦に訪ねました。野球部が練習を始
めるので、プロの技術を勉強する良い機会になりました！

上平公園に朝6:15に集合し、元気にラジオ体操をして爽やかな汗
を流しました。野球部はこの後、多目的広場で練習を行いました。

AGEO ROTARY CLUB

ーが開催されました。島村ガバナー補佐エレクト、
門崎青少年奉仕委員長、宇多村幹事と私の４名で参
加してまいりました。セミナーでは、
　①青少年育成・インターアクト委員会より、実際
に参加した高校生本人による、高校生感動体験（５
日間の就業体験）の参加報告、韓国研修報告等があ
りました。
　②ローターアクト委員会より、アクターの奉仕活
動体験発表と、来年２月の第３０回ローターアクト
年次大会のＰＲ等がありました。
　③ＲＹＬＡ委員会より、昨年度のＲＹＬＡ研修体
験発表と、本年度のＲＹＬＡ研修ＰＲがありました。
　④青少年交換委員会より、交換留学から帰国した
学生ＲＯＴＥＸの体験発表等がありました。私が４
年前～３年前にかけて、地区の青少年交換委員会に
出向させていただいていた時期に担当した子供たち
が、留学を終えて、立派にプレゼンをしている姿を
見て、当時はあんなに幼かったのに、一年間のオリ
エンテーションと、一年間の海外留学でみんな一回
りも二回りも成長したものだなと、感動しました。
　最後は、ＲＩＪＹＥＣ（日本青少年交換委員会）
アドバイザー、高槻ＲＣの近藤眞道さんの講演があ
り、大阪のお坊さんということで、とてもテンポが
よく面白いお話しでした。
　続いて、翌日７月１６日(月)は、大宮ソニックシ
ティにて奉仕プロジェクト３部門合同セミナーが開
催されました。当クラブからは島村ガバナー補佐エ
レクト、坂本職業奉仕委員長、深澤国際奉仕委員長
と私、そして地区役員として、大塚崇行地区ブライ
ダル委員長、大木地区国際奉仕委員の参加でした。
まず全体研修で「共生社会における奉仕のあり方」
というテーマで、東京大学名誉教授、星槎大学副学
長の山脇直司先生に講演をいただきました。 
　その後は、分科会ということで、私は社会奉仕部
門の分科会に参加しました。
　①ブライダル委員会より、活動内容の説明と、特
に男性の登録者が不足してきているので、適齢期の
男性の紹介をお願いしたいということでした。
　②社会奉仕について、担当諮問の渡邊和良ＰＧよ
りお話しがありました。
　③地域社会奉仕委員会より、活動内容発表として、
腎アイバンク登録、ペットボトルキャップ回収など
のお話しと、大宮北東ＲＣさんの児童施設への奉仕
事例発表がありました。

　④最後に、点字名刺プロジェクトの紹介がありま
した。以上が二つのセミナーの簡単なご報告になり
ます。詳しくは、８月のセミナー報告例会にて、各
委員長さんより、ご報告お願いいたします。
　さて、本日は、皆さまに大事なお知らせがござい
ます。議事録がお手元に配布されているかと思いま
すが、先週の本年度第１回理事会におきまして、理
事の皆さまの協議・審議を経て、可決承認された事
柄がございます。
　前年度、５５周年記念事業の一環として、台南東
北ＲＣさん総勢１３名が来日され、上尾にお越しに
なり、友好クラブ締結に向けての覚書調印式を行い
ました。本年度は、秋～冬あたりに、逆に上尾ＲＣ
が台南に訪問して、友好クラブ締結式を実施する予
定となっております。５月に先方が来日された際に
は、多数のメンバーの皆さまにご参加、ご協力をい
ただき、成田空港のお出迎えから、前夜祭、川越観
光、夜間例会における調印式、そして最終日の成田
空港へのお見送りと、無事に対応することができま
した。ただ、率直に申し上げますと、費用の面で、
参加メンバー各位に多大な出費のご協力をいただき
ました。接待の飲食費や観光費用などで多額の費用
がかかっており、当日の飲食費のほかに後日、参加
者から集金させていただき、なおかつ、55周年記念
会計からも拠出、それでも実は足りずに、当時の藤
村会長がポケットマネーで出費されたという事実が
ございます。
　本年度は当方が台湾を訪問しますので、先方がい
わゆる「接待」をしていただけるので、上尾ＲＣの
クラブ会計からの出費はそんなに心配ないかと思い
ますが、毎年交互に訪問し合うということになりま
すので、次年度は、先方が上尾にお越しになり、今
年５月のような流れになってくるかと思います。そ
こで、今年の５月は、実際に参加したメンバーの方
のみから追加で会費を徴収させていただいたのと、
当時の藤村会長が相当なご負担をいただいた、それ
では負担が大きすぎるのと、実際に時間を作って参
加してくれたメンバーのみが金銭的な負担も増えて
しまうのでは、今後長年、台南東北ＲＣさんとお付
き合いしていくにあたり、かなり無理があるかと思
いますので、今年度より、友好クラブ関連費という
ことで、別会計で積み立てを開始させていただきま
す。こうすることで、２年に１回、台南の皆さんが
来日された際の、接待や対応の出費に備えることが
　

AGEO ROTARY CLUB

幹　事　報　告

ビジターゲストあいさつ

委員長報告

宇多村　海児幹事

社会奉仕委員会　野瀬　将正委員長

◇「障害者差別解消法　
事業者向け説明会」が8月
9日午後１時半～４時、上
尾市コミュニティセンター
で開催されます。ご参加い
ただける事業所さんは幹
事までご連絡ください。
◇樋口会長のあいさつにもありましたが、西日本豪雨災
害義援金のお願いが地区からもありましたので、皆様の
お志をお願いいたします。

できるかと思います。この趣旨を先日の第１回理事
会におきまして、理事の皆さまにお諮りしましたと
ころ、ご理解いただき、全会一致で可決承認をいた
だきました。メンバーの皆さまおかれましては、急
なお話しで大変恐縮ですが友好クラブそしてゆくゆ
くは姉妹クラブとして、末永く良好な関係を構築し
ていくための積立金、そして友好クラブ、姉妹クラ
ブを目指しての国際交流のスタートは、上尾ＲＣに
とってもまさに中川ガバナーの本年度方針にある、
クラブの活性化に大いにあてはまるということで、
皆さまのご理解ご協力をよろしくお願いいたします。
　本日の例会主題は、前年度、藤村会長年度の事業
報告、会計報告となります。本日もどうぞよろしく
お願いいたします。

埼玉県赤十字血液センター 献血推進一部長 井上肇様
　上尾ＲＣの皆さまには日頃より献血に多大なるご協
力をいただきありがとうございます。8月23日には献血
活動を行っていただきますが、猛暑で献血にご協力くだ
 

さる方が減っているのが現状です。１人でも多くの方の
ご協力をお願いしたいと思います。

ビジターゲストあいさつ

RI.D2770　直前地区幹事　本田 守様（上尾西RC）
RI.D2770　直前ガバナー　大貫 等様（上尾西RC）

　本日は、昨年度のお礼をと思ってお訪ねしました。
私は一昨年度のガバナー補佐から、昨年の地区ガバ
ナーの２年間にわたって、親クラブであります上尾
ＲＣの皆さま方のご協力のおかげで6月30日をもっ
て終了することができました。感謝を申し上げたい
と思います。ありがとうございました。地区の委員
では、大木国際部門委員長にはベトナムをはじめ大
活躍をしていただきました。大塚崇行ブライダル委
員長には地区ブライダル委員会をなんとかしなけれ
ばいけないということで成果を挙げていただきまし
た。島村米山記念奨学委員には毎回のように奨学生
のお世話をしていただきました。地区副幹事では深
澤さんと長沼さんに時間を割いてもらってガバナー
事務所につめていただきました。
　ガバナーの職は数字を出すことであります。上尾
クラブさんには寄付も達成いただき、会員増強では
地区全体、６月末で2552名になりました。クラブ
の拡大では吉川中央クラブ、草加シティクラブの２
つができ、残念ながら６月末に栗橋クラブはなくな
り地区は74クラブになりました。
　昨年度、貴クラブは55周年となり、今年度、56
年目になりますが、ますますのご発展をお祈り申し
上げます。

　8月23日の、献血活動の
当番表をお配りいたしまし
た。※印がついている方は
時間帯の責任者です。当日
は今よりもっと暑いかもし
れないので体調の管理を
どうぞよろしくお願いいたします。


