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インスピレーションになろう

行事予定

1月17日 職業奉仕移動例会
　　　　(株)名取製作所
　　　　湾岸ラボ
1月24日 クラブフォーラム③
　　　　上期中間報告
1月31日 新年例会
　　　   於：恵比寿亭

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、本年度第23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。
　さて、11月末から12月上旬にかけて、移動例会が２週続きましたの
で、久しぶりの例会場での例会となります。
　①11月29日(木)夜、彩の国さいたま芸術劇場にて「ポリオ撲滅カウ
ントダウンチャリティコンサート」を鑑賞してきました。ご家族も含
め、25名の皆様にご参加いただきました。元・ロータリー財団奨学生
の音楽家４名による本格的なコンサートで素晴らしい演奏でした。ご
参加いただいたメンバーの皆さま、誠にありがとうございました。
　②12月２日(日)～4日(火)の3日間、親睦旅行として、台南を訪れまし
た。奥様方も含め、総勢17名で行ってまいりました。台南東北ＲＣさ
んの大歓迎ぶりは予想を上回るほどのもので、初日は空港まで大型バ
スでお出迎え、その後、夕方からは歓迎パーティ、二次会、三次会と
「ホッターラ」の連続でした。２日目、朝から大型バスで烏山頭ダム
を見学、お昼には台南式担々麺である担仔麺をご馳走になり、午後は
奇美博物館を見学しました。２日目夕方からは、友好クラブ締結式と
いうことで、先方の例会場である台南ランディスホテルに向かいまし
た。前もって説明などを何も受けていなかったので、普通の夜間例会
の１コーナーで友好クラブ締結式を行うのかなくらいに考えておりま
したが、会場に到着してみると「台南東北ロータリークラブ創立26周
年記念式典」のような大きな看板が出ており、先方のメンバーは54名
と聞いていましたが、会場には会員とそのご家族、地区ガバナー、パ
ストガバナーはじめとするご来賓、親クラブ台南北区ＲＣの皆さん、
そして当日姉妹クラブ締結式を行うタイのバンコクバンナＲＣの皆さ
んなどなど、総勢２００名近くという大規模な会場で、驚きました。
バンコクバンナＲＣさんと台南東北ＲＣさんの「姉妹クラブ締結式」
に引き続き上尾ＲＣとの「友好クラブ締結式」が実施され、先方の
Nagano会長さんと私とで締結証書に署名し、持ち帰ってきました。ア
トラクションやカラオケなどでも大変盛り上がり、この日も例会場、
二次会と「ホッターラ」の連続で、あまり記憶がございません。３日
目は、朝10時にホテルを出発しまして、台湾新幹線で約２時間、台北
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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

メリークリスマス！！　皆様2018-19上期、皆様ありがとうございました！
2018-19下期も、どうぞよろしくお願いいたします！

　１月からの下期も、多数の事業やプロジェクトが
予定されております。引き続き、皆さまのご協力を
よろしくお願いいたします。
 　本日の例会では、このあと年次総会として、次年
度役員人事の承認が行われます。まだ年度の半分で
すが、次年度役員が決定するということで、私も少
しほっとできるかなというところです。須田会長エ
レクトよろしくお願いいたします。そして、総会の
後は、クリスマス例会ということで、この素晴らし 

樋口会長／宇多村幹事／須田副会長／
武重会員／大塚信郎会員／
小林邦彦会員／齋藤重美会員／
大木保司会員／大塚崇行会員／
島村会員／齋藤博重会員／深澤会員／
関口会員／藤村会員／長沼会員／
門崎会員／坂本会員／春日会員／
芳賀会員／小田切会員／丹井会員／
坂会員／大木崇寛会員

出席　　会員数　　３8　　　出席数　　30
欠席　　欠席数　　  8　　　（％）　  78.95
前々回確定　　　　　　　　　欠席数 　  0
修正（％）　 　   100.00 　　  （Ｍ・Ｕ）      0

出席率

い会場で、美味しいお料理とお酒を楽しんでいただ
きこの一年を労い合っていただければと思います。
本日この会場をご提供いただき企画設営をしていた
だきました芳賀委員長（セレモニー）はじめとする
親睦活動委員会の皆さまに感謝申し上げます。 
　結びに、上尾ロータリークラブの更なる発展と、
本日ご参加の皆さまの益々のご健勝、そして皆さま
が輝かしい新年を迎えられますように心よりご祈念
申し上げ、会長挨拶とさせていただきます。

クリスマス例会 親睦活動委員会　芳賀克久委員長

AGEO ROTARY CLUB

結婚・誕生祝い

長寿会員表彰

お誕生日　おめでとうございます！

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 

ロータリー財団委員会　藤村　作委員長

委員長報告 井上　清会員

親睦活動委員会　芳賀克久委員長

　11月はベトナムに行った
り、インド＆マレーシアの方
が大学に来てプログラムを
作ったりと忙しい毎日を過
ごしました。インド人の方は
頭の回転が速く、話すのも
速かったので、聞き取り、理解するのが大変でした。今月
と来月は卒論を書かないといけないので忙しくなると思
います。学生生活があと少しで終わるので、残りも全力で
頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。

　台南への親睦旅行にご参加いただいた皆様、ありが
とうございました。2月14日の例会で報告を予定してお
ります。またＸマス例会もよろしくお願いいたします。

へ移動し台北桃園空港から成田へ戻ってきました。
ハードスケジュールで疲れましたがとても有意義で
楽しい親睦旅行と友好クラブ締結式になりました。
ご参加いただいた皆さま、３日間大変お疲れさまで
した。ご協力誠にありがとうございました。台南東
北ＲＣの皆さま曰く、３日間では短すぎるので、次
回は５日とか１週間で是非お越しくださいとのこと
でした。須田エレクト、宇多村ノミニー、後はお任
せします。
　③12月７日(金)大宮にて第５グループの第６回会
長幹事会が開催されました。山口ガバナー補佐より
地区大会の御礼、ＲＹＬＡ研修の申し込み促進、ハ
ンブルク国際大会の当地区から参加目標200名、２
月27日(水)ＩＭへの全員参加のお願い、などのお話
しがありました。また、各クラブ会長より、本年度
上半期の活動報告、会員増強状況、Ｒ財団・米山の
寄付の進捗についいての報告がありました。当クラ
ブはいずれも既に目標達成できており、これも会員
の皆さまのご協力のお蔭と、感謝申し上げます。本
日もどうぞよろしくお願いいたします。

宇多村　海児幹事
幹　事　報　告

◇ＲＩへの寄付総額は順
位かわらず１位アメリカ、２
位韓国、３位日本でした。
◇第36回全国ロータリー
クラブ野球大会参加伺い
が来ましたので大会事務
局コミッショナーに「参加希望する」と回答しました。
◇2019年度米山記念奨学生世話クラブ募集のご案内
が来て、2019-20年度も「希望する」と回答しました。
◇ハンブルク国際大会 ガバナーナイトのご案内がきて
おります。１月３１日までに送金をしなければならないの
で、登録料15000円のお支払いをお願いします。
◇上期の決算をまもなく行いますので、クラブに対して
請求のある方、またはクラブに支払いがある方は事務局
か幹事宛に近日中にご対応をお願いいたします。

井上　清会員
武重秀雄会員
に表彰状が贈られ
ました。おめでとう
ございます！

坂　佳三会員
山田和弘会員
大木崇寛会員に
記念品が贈られ
ました。おめでとう
ございます！

　12月25日で91歳
になります。100歳ま
で生きたいと思って
いますのでよろしくお
願いいたします。

　「ポリオ撲滅カウントダウンチャリティコンサート」に
上尾クラブからはチケット購入枚数以上の方にお越し
いただきありがとうございました。地区全体でチケット総
数639枚売れ、実際には400名ほどの方にお越しいただ
き成功裏に終わりました。

新会員に記念品贈呈

AGEO ROTARY CLUB

坂　佳三　会員

出席　　会員数　　３8　　　出席数　　24
欠席　　欠席数　　14　　　（％）　  63.16
前々回確定　　　　　　　　　欠席数 　  0
修正（％）　 　   100.00 　　  （Ｍ・Ｕ）      0

出席率

スマイルスマイル
樋口会長／須田副会長／宇多村副幹事／武重会員／
大塚信郎会員／小林邦彦会員／富永会員／井上会員／
村岡会員／尾花会員／深澤会員／久保田会員／
藤村会員／長沼会員／春日会員／芳賀会員／
丹井会員／坂会員／山田会員／

例 会 主 題
新 会 員 卓 話

　皆さん、こんにちは。坂佳
三（ばん・よしぞう）と申しま
す。1970年生まれ、48歳。
出身は大阪市平野区です。
　実家は１万羽の鶏を飼
っている養鶏場です。私は
大学を卒業してから関東に来ました。好きな言葉は「脛
はかじるためにある」です。
　「坂」と書いて「ばん」と読むのですが岐阜県羽島駅周
辺には「坂＝ばん」という苗字だけの集落があり祖父が
そこから大阪に出てきたと聞いています。1999年に桶川
に、そして2003年に上尾市平塚に引越して現在に至り
ます。家族は妻と息子３人と犬のクゥちゃんです。
　学歴に移ります。高校は上宮高校です。大学は２回入
学しています。最終学歴は関西学院大学理学部です。私
は理系で、数学と物理で受験を突破しています。大学で
は４年間遊び、最後の１年はほぼ大学に住んでいるよう
な状態で「光合成について」の研究に没頭し、学会発表
を行い、イギリスでは論文が残っています。
　研究するための研究室にいたので、就職活動は卒業
間近になって行いました。今までやってきた仕事は３つ
あります。前前職は商社で、そこで今の妻と出逢いまし
た。前職は生命保険会社で12年ほど勤め、その間に社
労士試験に合格し平成19年に東京で開業登録しまし
た。平成23年4月、現在の社会保険労務士を自宅で開
業し、１人ではだんだん手一杯になってきたため平成
30年4月から人を雇って、愛宕のオクタビアヒルに事務
所を移転しました。
　そのほかの地域での活動ですが、子供がいるので東
小のＰＴＡ役員や、おやじの会を平成20年頃から行い、
東小の入学式で生徒全員の写真を撮っていました。ま
た、子供が少年野球をやりだしたのでスポーツ少年団
の役員を平成25年頃からやっています。また社労士会
の役員もやらしていただいています。そして上平塚事務
区の区長を平成28・29年に務めました。役は頼まれた
ら断れないので、ついつい引き受けてしまっています。
　商工会議所青年部には、なんの伝手もなく入会し３
年間在籍しました。その時にゴルフを始めた方がいいと
教えていただいたりとか、海外に行きはじめたり、趣味
の場を広げたりしました。年3回くらい海外に行きカジノ

で勝つパターンを研究しています。ご静聴いただきあり
がとうございました。

第２763回 例会
会長あいさつ 2018-2019年度 樋口雅之会長

　メリークリスマス！　皆さまこんばんは。本日は
お忙しい中、本年度第24回例会、年次総会・クリス
マス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。
　さて、本日で今年最後の例会、そして本年度のち
ょうど半分が経過ということになります。バリー・
ラシンＲＩ会長のテーマ「BE THE INSPIRATION 
～インスピレーションになろう～」のもと、７月に
年度がスタートし、毎週の例会場での例会以外に、
たくさんの事業や奉仕プロジェクトを実施すること
ができました。心より感謝を申し上げます。本当に
ありがとうございます。

於：ステラ・デル・アンジェロ（北与野）

坂会員、卓話いただき 
　　　　ありがとうございました！


