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行事予定
11月22日 卓話「いい夫婦の日に
ちなんで11月結婚
記念日祝会員による
夫婦円満の秘訣」
11月29日 ポリオ撲滅カウントダウン
チャリティコンサート

会長あいさつ

2018-2019年度 樋口 雅之 会長

皆さまこんばんは。本年度第１６回夜間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。新会員の大木崇寛さ
ん、上尾ロータリークラブへようこそ！ご入会誠におめでとうござい
ます。心より歓迎いたします。一緒にロータリーライフを楽しみまし
ょう！また、大木さんの入会に際し、多大なるご尽力をいただきまし
た、推薦者の島村会員、齋藤博重会員、深澤会員、門崎会員、そして
細野会員選考委員長には心より感謝を申し上げます。米山記念奨学生
鄭 維嘉さん、ようこそ！後ほど、ご挨拶をお願いいたします。
まずは、以前の会長挨拶でお話ししましたが、昨日10月24日は「世
界ポリオデー」で、今年は30周年でした。「世界ポリオデー」のお話
は以前にしましたので割愛しますが、上尾ＲＣでは、この「世界ポリ
オデー」にちなんで、10月13日(土)藤村病院さんの「健康フェア」に
テント出展しポリオ撲滅チャリティ募金活動等を実施いたしました。
本日、ポリオ撲滅の募金箱を例会中にお回しします。健康フェアに出
席できなかった会員さんを中心に、ご協力いただければ幸いです。
また、先週の例会から本日までのロータリー関連としまして、
（１）10月18日(木)の夜、台南東北ＲＣのパスト会長Ｐａｕｌ（ポー
ル）さんがご家族で来日されていたので、須田副会長、斎藤修弘副幹
事と私の３名で、池袋のサンシャインシティまで出向き、ポールさん
ご家族と夕食を共にしてきました。今回はご夫妻とお嬢様の３人で来
日され、お嬢様はチェロの奏者で、これまでアメリカやロシアなどに
滞在経験があり、英語もロシア語もペラペラということでした。最上
階にある夜景の綺麗なレストランで食事をし、とても楽しいひと時を
過ごすことができました。コミュニケーションは当方は片言の英語と
いうことで楽しいひと時ではありましたが、夜景を楽しむ余裕はあま
りなかったかなというところです。12月に台南でお会いできるのをメ
ンバー一同とても楽しみにしてくださっているということでした。
（２）10月19日(金)、メンバーの大塚崇行会員の事業所（株）大塚さ
んの創業80周年記念式典に出席してきました。周囲を見渡すと、上尾
ＲＣのメンバーが全部で25名くらい出席されていて、例会よりも出席
率が高いのではと驚きました。
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（３）10月19日(金)夜、上尾の東蔵にて第５G会長
幹事会が開催されました。山口ガバナー補佐より、
●来年2月27日、第５グループＩＭがクレア鴻巣で
開催されます。
●来年6月の国際大会ハンブルクへの登録促進。
●ＲＹＬＡ研修（屋久島）が定員50名で例年よりも
人気なので、希望者は早めにお申し込みください。
などのご報告がありました。
１１月１０日(土)〜１１日(日)の地区大会につい
て、10日(土)は会長・幹事・各委員長が出席対象、
11日(日)は全会員が出席対象ということと、11日の
各クラブ紹介は、本年度は参加メンバー全員・配偶
者・米山記念奨学生等全員がクラブのタスキを着け
て登壇するということですので、是非多くのメンバ
ーで参加をしたいと思います。ご協力よろしくお願
いいたします。
各クラブからの報告では、これまでの実施事業と
今後の予定、会員増強について、My Rotaryの登録
率、ロータリー財団・米山記念奨学会の寄付金達成
率などについて順番に発表がありました。上尾ＲＣ
は、これまでに会員増強４名で目標達成、また皆さ
まのご協力のおかげでM Rotaryは１００％登録、
Ｒ財団・米山ともに１００％達成しておりますので
堂々と発表できました。ありがとうございます！
他のクラブさんの発表を聞いておりますと、My
Rotaryはパソコンもメールアドレスも持っていな
い高齢の会員さんが多いので厳しそうだとか、会員
増強も寄付金も、いずれもまだこれから本格始動で
すというクラブもいくつかありました。
次回の会長幹事会は１２月７日(金)に、忘年会も兼
ねて、大宮の南銀で開催されます。南銀は年に１〜
２回しか行く機会がないので、とても楽しみです。
（４）10月21日(日)夜、上尾市民球場にて、上尾Ｒ
Ｃ野球部の練習試合を実施しました。ナイターなの
で暑くもなく、気持ちよく野球ができました。この
日は残念ながら、上尾のメンバーは７名の参加でし
たが、対戦相手の大和商事さんの野球部から２名と
横田スポーツさんに助っ人に入っていただき、練習
試合ということで汗を流しました。大和商事野球部
さんのレベルが非常に高いので、点数はよく覚えて
いませんが、上尾ＲＣ野球部にも随所に好プレーが
見られ、少しずつレベルアップしてきているのかな
と感じました。対戦相手としてもご協力いただきま
した、尾花監督、誠にありがとうございました！

11月２日(金)には、同じく上尾市民球場にてナイタ
ーで越谷北ＲＣさんとの交流試合が予定されており
ますので、是非、勝利目指して頑張りましょう！
さて、本日の例会主題は『会員増強意見交換会』で
す。ロータリーの創立者 ポール・ハリスは初来日
の時に、「日本を訪問する目的は新しい友人を増や
すため」と述べています。会員を増やすことはクラ
ブの活力を高め、奉仕活動の充実にも繋がります。
私達が将来の計画を立案するとき、必ず適正な会員
数と幅広い年齢層や財務面がテーマになる筈です。
会員増強は色々な奉仕活動や広報活動による成果で
あって、目的ではありませんが、何もしなければ会
員は増えず、クラブの活性化は図れません。３月の
ＰＥＴＳにおいて、地区としては本年度会員数を地
区番号と同じ２,７７０名を目指すので、各クラブ
は最低８％以上の増強目標を設定してくださいと言
われましたので、本年度純増３名を目標と提出して
きました。年度が始まって約４カ月、皆様の多大な
るご協力、ご尽力のおかげで、上尾ＲＣは本日まで
に４名の会員増強ができまして、目標は達成できて
おります。ただ、次年度以降の活動を考えていくと
きに、新しい仲間は一人でも多い方が望ましいこと
と思います。会員増強につながるような意見交換と
いうことで、ＲＩや地区から配信されているアンケ
ートなどの資料を基に、本日はテーブルごとにお話
しをしていただきたいと思います。本日の意見交換
会が、新しい仲間づくりのきっかけ作り、原動力、
インスピレーションとなることを心より祈念し、会
長挨拶とさせていただきます。本日もどうぞよろし
くお願いいたします。
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報
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宇多村 海児幹事
◇「地区大会 記念講演＆公演へのお誘い」が届き、八
神純子さんの公演への招待券があります。
◇ハンブルク国際大会参加予定の方に、
「Ｑ＆Ａ」が届
いています。希望者は幹事までご連絡ください。

委員長報告
青少年奉仕委員会 門崎 由幸委員長
11月4日（日）は青少年奉仕事業の移動例会です。朝
８時40分、太平中学校武道館にご集合をお願いいたし
ます。
よろしくお願いいたします。
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新会員

入会式

大木崇寛新会員紹介 齋藤 博重会員

地区から会員増強に関する表彰状
大塚信郎会員 齋藤博重会員 尾花会員 久保田会員

大木崇寛さんは栄電業
地区会員増強維持部門から表彰状を、
また新会員の
（株）の代表取締役として
皆さんには中川ガバナーから素晴らしい記念品を、それ
活躍しているわけですが、
ぞれいただきました。おめでとうございます！
先週入会した山田会員と
一緒に、私も埼玉中央青年
会議所で活動した仲間で
す。大木さんは日本ＪＣの役員も務め、卒業後もシニアク
ラブの埼玉の幹事で忙しい身でありますが、そろそろ地
元で活躍してほしいなと思い、入会のお願いをしました
ところ、山田さんと一緒にご快諾をいただきました。今後、
ロータリアンとしてご活躍いただけたらありがたいなぁ
と思います。皆さんのあたたかいご厚情も賜れればと思
います。
よろしくお願いいたします。
襟ピンバッジ授与

ビ ジター ゲ ストあいさつ
米山記念奨学生

鄭 維嘉（てい ゆいか）さん

来週から９日間、ベトナ
ムに語学研修に行きます。
研究室全員で行かないと
いけなくて、発表資料は完
成させました。残るは荷造
りです。ベトナムから帰って
きてから１週間後には、逆にベトナムの大学の方が来て
日本でグループワークをするので11月は忙しくなりそう
です。そして、
これから本格的に卒業論文を書かないと
いけないのでがんばりたいと思います。
新会員あいさつ 大木 崇寛会員
敬愛してやまない諸先
輩方からお誘いいただき
本日の素晴らしい機会を
いただくこととなりまし
た。歴史と伝統ある上尾
ＲＣの一員としてがんば
っていこうと思います。皆さまからご指導を賜れれ
ばと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
歓迎の言葉 大塚 信郎パストガバナー
ぜひはやくロータリーに慣れていただければと思いま
す。みんな仲良くやりましょう。歓迎いたします！

結 婚・誕 生 祝 い
お誕生日

齋藤 重美会員
私は入会月と誕生月が
10月で一緒です。40歳で
入会し、今年でロータリー
は34年目になりました。身
近な話では、愛犬の散歩で
あう、小さな洋犬が除草剤
の影響で視力や聴力が衰え体力も弱くなっていたので
すが、私の愛犬と、嗅覚からコミュニケーションをとるよ

うになってから体力が回復してきたようです。私は公務
から出席率が低いですが、できる限りみなさんとコミュ
ニケーションをとりたいと思いますので、引き続きよろし
くお願いいたします。本日はお祝いいただきありがとうご
ざいました。
結婚記念日

おめでとうございます！

2018〜2019年度 10月 出席表

おめでとうございます！

大塚 信郎 会員
私が結婚したのは昭和
51年で、結婚42年になり
ます。42年も経つと、妻のこ
とは空気のような存在にな
ります。みなさんも空気のよ
うになるまで長く、奥さんと
お子さんを可愛がっていただきたいと思います。本日は
ありがとうございました。

例 会 主 題

会員増強意見交換会

会員増強につながるような意見交換ということで、
ＲＩや地区から配信されているアンケートなどの資
料を基に、会員満足度アンケートを実施しました。

スマイル

大木崇寛会員、入会おめでとうございます！
結婚記念・お誕生日 おめでとうございます！

樋口会長／宇多村幹事／須田副会長／斎藤修弘副幹事／
大塚信郎会員／齋藤重美会員／尾花会員／島村会員／
齋藤博重会員／久保田会員／藤村会員／齋藤哲雄会員／
長沼会員／門崎会員／春日会員／丹井会員／山田会員

出席
欠席

会員数
欠席数

前々回確定
修正（％）

３8
15

出席数 23
（％） 60.53

100.00

欠席数 0
（Ｍ・Ｕ） 0

2018.11.2 【野球部が、越谷北RCさんと交流戦を行いました】

於：上尾市民球場

総監督 富永建会員／監督 尾花正明会員／ホビー委員会 小林裕一郎委員長／マネージャー 坂本忠光会員
越谷北ロータリー野球部さんが、上尾までお越しくだ
さり、練習試合を行いました。白熱した試合は、当クラ
ブが勝利をおさめました。ナイター後、近くの温浴施設
で汗を流し、
親睦を深めま
した！越谷北
ロータリーク
ラブさん、あ
りがとうござ
いました！
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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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