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本日は、本年度第28回の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、RID2770 第５G ガバナー補
佐 鴻巣水曜ＲＣ 山口光男様、ＩＭ実行委員 松本安永様ようこそいら
っしゃいました。後ほど、ご挨拶と、ＩＭのご案内をいただきます。
上尾ＲＣからは是非とも全員参加を目指したいと思っております。
まずは先週・先々週のご報告になります。１月13日(日)、第６回上尾
市スポーツ少年団冬季バレーボール大会「上尾ＲＣ杯」が鴨川小学校
体育館で開催され、宇多村幹事と二人で開会式に出席してまいりまし
た。小学生女子の大会で、上尾市内から２チーム、さいたま市から１
チームの計３チームの参加でした。14日(月)は、上尾市スポーツ少年団
第36回駅伝大会が上尾運動公園で開催され、開会式に参加してきまし
た。こちらは、上尾市スポーツ少年団後援会会長として島村パスト会
長、そして、セレモニーさんの芳賀会員も参加されていました。
そして１月17日(木)は職業奉仕の移動例会、会社見学例会ということ
で、名取パスト会長の事業所である名取製作所さんの湾岸ラボ、東京
テレコムセンタービル内にある、地方独立行政法人 東京都立産業技術
総合研究センターの「ＩｏＴ支援サイト」を見学してきました。この
施設は、中小企業が、新しいＩｏＴ製品開発、ＩｏＴシステム開発を
行うことを、公募型共同研究事業や技術支援を通じてサポートすると
いう施設でした。製造業だけに限らず、農業、林業、漁業、学校、住
宅地、観光、レジャーなどあらゆる分野でのＩｏＴの活用事例などの
お話しを聞き、ＩｏＴは様々な分野で活用されていくだろうという無
限の可能性を感じるとともに、これまで人間でないとできなかった熟
練の勘や経験といったものもＩｏＴに取って代わられ、そう遠くない
将来には、どの産業の現場でも生身の人間はごく最小限の人数しか必
要なくなってしまうのかなというふうにも感じました。企画設営いた
だいた坂本職業奉仕委員長、藤村副委員長、貴重な施設を見学させて
いただきました名取パスト会長、誠にありがとうございました。また
ご参加いただきました14名の皆さま、大変おつかれさまでした。
さて本日は、盛りだくさんの例会となりますので、少々短めではあ
りますが、上半期の皆さまのご協力に感謝を申し上げ、会長挨拶は以
上とさせていただきます。
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◇ペットボトルキャップ回
収報告書が届いています。
平成30年5月〜10月まで
の半年間、地区全体で換
金金額総額154,300円、
ポリオワクチンの人数
2,200余名分ということでした。なお全12Ｇ・74クラブ
の中で当クラブの回収量は上から６番目、8200円、
820kgでした。
ご協力いただきありがとうございます。引
き続きよろしくお願いいたします。
◇ロータリー財団部門より、次年度補助金管理セミナ
ーのご案内がきています。次年度会長エレクト、社会奉
仕、国際奉仕各委員会が対象です。
◇ＲＬＩ partⅢのご案内がきています。私と深澤会員が
対象になっていますので出席してきたいと思います。

お誕生日

おめでとうございます！

樋口雅之会員
１月２日に４４歳になりました。アラフィフに入っていく
年齢ですので、クラブの会長を終えたら公私ともにもう
少し落ち着いた生活ができるようにしていきたいと思い
ます。残り半年間の会長職を全うし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。

ビ ジター ゲ ストあいさつ

斎藤修弘会員
私も４４歳を迎えました。誕生日には１年間の商売繁
盛と家内安全の御祈願で箭弓稲荷神社に行ったのです
が、
まずは行く直前に母から電話があって、転倒して膝
のお皿を折ってしまったということでした。幸いその後
の経過は順調です。その後、会社から、生命保険業で私
が駆け出しの頃に加入いただいた36歳の女性が逝去
されたと連絡がありました。ショックを受けたとともに、
健康が大事だなと感じました。

第５Gガバナー補佐 山口光男様 IM実行委員 松本安永様

山口様 本日は第5ＧのＩＭキャラバンでお訪ねし
ました。２／27、クレアこうのす、午後1時点鐘で
開会します。内容としては第5Ｇ各クラブ３分で報
告いただきます。また準天頂衛星みちびき（日本版
GPS）「Ｇ空間社会の実現に向けて」公益財団法人
国際研修交流協会 Ｇ空間産業推進室室長 吉田富治
様による記念講演を行います。2020年にはＧ空間
によって自動運転や、災害や地震関係、老人の徘徊
などに活用される見通しで、このテクノロジーをご
自身の事業に結びつけていただきたいなと思ってい
ます。次年度、上尾クラブさんはガバナー補佐を輩
出するということで島村さんの出番もありますので
皆さんのご参加をぜひお願いいたします。
松本様 皆さん、お久しぶりです。本日はＩＭ後、
４月３日（水）に開催される第５G懇親ゴルフコン
ペのご案内でお訪ねしました。会場は鴻巣CCです。
ご参加のほどをよろしくお願いいたします。

齋藤博重会員
１月27日に５４歳になります。会長年度に10kg痩せ
たのですが、
ここにきて昔のスーツに着替えることにな
りました。長生きするためにはダイエットをしなければな
らないかなと思い、
１月から歩き始めました。少しずつ痩
せていきたいと思います。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！

宇多村海児会員
１月13日にクラブから花束を頂きました。28回目の
結婚記念日になります。下の子が昨春に高校生になり
親の手を煩わせることがなくなりました。私もあまり家に
いませんが、妻も朝早くから都内に出勤し、先日昇進し
たそうです。
これからも夫婦相和してやっていきたいと思
いますので今後ともよろしくお願いいたします。
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地区 2019-20年度出向委員 委嘱書授与

職業奉仕委員会 藤村作副委員長
職業奉仕企業訪問で名取会員の湾岸ラボに見学に
お訪ねしました。地区職業奉仕部門の卓話は未定です。
社会奉仕委員会 野瀬将正委員長

上期は８月に献血活動を行いました。下期は障がい
者作品展示即売会と、献血活動が予定されています。
国際奉仕委員会 深澤圭司委員長

上期は12月に台南東北ＲＣさんと友好クラブ調印式
を行いました。下期は３月にベトナム・ダナンに行き枯葉
剤の後遺症に悩む子供達に奉仕事業を予定しています。

大塚パストガバナー 2019-201年度 諮問委員
大木保司会員
〃
国際奉仕委員
島村 健会員
〃
第5Ｇガバナー補佐
大塚崇行会員
〃
社会奉仕部門委員長
藤村 作会員
〃
ポリオ・プラス委員長
次年度、
よろしくお願いいたします！

青少年奉仕委員会 大塚崇行副委員長

11月に地区補助金を使い、青少年奉仕事業「ちびっ
子剣士育成ＰＪ」で剣道の防具を寄贈してきました。

例 会 主 題

ロータリー財団委員会 藤村作委員長

クラブフォーラム 上期中間報告
クラブ管理運営委員会 斎藤修弘委員長

MyRotary登録はあと１名の新会員の方の確認で
100％になります。下期もクラブ活性化に努めます。
親睦活動委員会 芳賀克久委員長
上期は、納涼例会、台南への親睦旅行、クリスマス例
会など進めていきました。下期は新年例会、甲子園、最
終例会を進めていきたいと思います。

財団補助金のＰＪで青少年奉仕事業を行いました。
財団の寄付は、年次基金は達成しています。ポリオ・プラ
スは50ドルまではいきませんが集まっています。10/13
にはポリオ撲滅の啓発で、藤村病院の健康フェアにブー
ス出店し寄付を集めました。11/29のポリオ撲滅カウン
トダウンチャリティコンサートにも当クラブは例会として
大勢の方に出席いただきありがとうございました。
米山記念奨学委員会 大塚信郎副委員長

プログラム委員会 長沼大策委員長

寄付額は達成しています。
また、なるべく全員から１人
「寄付者率」が向上するので３
９月に委員会を開催しました。下期は委員の皆様から ２万円の寄付を頂けると
寄せられたプログラム案を実現していきたいと思います。 年間で合計２万円寄付する方法もいいかもしれません。
会 計 齋藤博重役員
ホビー委員会 芳賀克久副委員長
会計報告書はお手元に配られている通りです。懸念さ
野球部は、越谷北ＲＣさんと練習試合を行い有意義
れることでは、スマイル会計が上期を終えた時点で50％
でした。尾花監督には練習場をご提供いただき御礼を
申し上げます。下期は、暖かくなったら少しずつ体を動か に達していないことです。あくまでも強制ではありません
が、スマイル会計にご協力いただけたら、会計としてはい
しはじめ、甲子園に向けてがんばりたいと思います。
い形になると思います。
よろしくお願いいたします。
会員増強維持委員会 大塚崇行委員長
会計監査 尾花正明役員
上期は皆様のご協力から４名の新会員さんにご入会
会計報告は滞りないことを確認させていただきました
いただきました。ありがとうございました。下期も、引き続
が、上期の委員会活動費が０円のところがあります。下
きよろしくお願いいたします。
期は委員会活動を開催していただきながら総括してい
ロータリー情報委員会 島村健副委員長
ただきたいと思います。
また友好活動費を皆さんから頂
新会員の方が大勢入会しましたので、下期にはロー
いて、台南東北ＲＣさんとの友好活動へのプールを行っ
タリー情報委員会を開催したいと思います。
よろしくお
ていますが、先日台南に訪問した際に、たいへんな歓迎
願いいたします。
を受けています。
ということは、今度台南東北ＲＣさんが
公共イメージ向上委員会 長沼大策副委員長
上尾に来た時に、接待をしなければなりません。来年以
降、友好活動費がこのままでいいかどうか懸案事項にな
週報、ＨＰ、
ＳＮＳや、
『あぴお』掲載などに滞りなく掲
よろしくお願いいたします。
載しています。
『ロータリーの友』にも寄稿してあります。 ると気になっていますので、
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スマイル

出席率
出席 会員数
欠席 欠席数

山口光男様（鴻巣水曜RC） 本日はIMのキャラバンで伺いました。
２月２７日、皆様のご参加をよろしくお願いいたします。
松本安永様（鴻巣水曜RC） IMへのご参加をよろしくお願いいたします。
樋口会長／宇多村幹事／須田副会長／斎藤修弘副幹事／岡野会員／

前々回確定
修正（％）

大塚信郎会員／齋藤重美会員／尾花会員／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／藤村会員／野瀬会員／長沼会員／
春日会員／芳賀会員／坂会員／大木崇寛会員

38
13

出席数
25
（％） 65.79

76.32

欠席数 9
（Ｍ・Ｕ） 4

皆さま、上期お疲れ様でした。
下期も引き続き
よろしくお願いいたします！

第２768回 新年例会
2019. 1. 31

親睦活動委員会 芳賀克久委員長
於：三代目鰻割烹 恵比寿亭

2019. 1. 31

スマイル

鄭さん、卒論お疲れ様でした！ 皆さま、新年例会に
ご参加いただきありがとうございました！

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／大塚信郎会員／齋藤重美会員／細野会員／島村会員／
深澤会員／久保田会員／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／坂会員／山田会員

第２769回 例会 2019. 2. 1〜4
社会奉仕委員会 野瀬将正委員長

第29回上尾市障がい者作品展示即売会
が丸広上尾店で開催され、大勢のお客
様がお越しになりました。受付当番、
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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