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皆さまこんにちは。本年度第46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。
先週６月15日(土)の練習試合が雨天中止となってしまい、代わりに、
昨日６月19日(水)夜に、越谷北ＲＣさんと練習試合を行いました。当ク
ラブからは選手９名の参加で、結果は６12で惜敗でした。先方は打
線が好調で長打が出たりした一方、上尾の打線はなかなか快音が聞か
れなかったようです。甲子園では勝利の美酒に酔えるように、選手の
皆さん、引き続き頑張りましょう！
本日の例会主題は、各委員長さんより「一年間を顧みて」というこ
とで、本年度の委員会活動や事業のご報告をしていただきます。
この１年を振り返ってみますと、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〜」また、中川
高志ガバナー方針「すべてはクラブ活性化のために 〜実り豊かな奉
仕をめざして〜」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、
７月には、納涼例会で東京ドームへ巨人VS中日戦の観戦
８月には、早朝例会でラジオ体操、お盆明けに上尾駅東口で献血活動
10月には、中川高志ガバナー公式訪問、社会奉仕事業として藤村病院
さんの健康フェアにてポリオ撲滅キャンペーンのブース出展
11月には、青少年奉仕事業としてちびっ子剣士育成プロジェクト（剣
道防具の寄贈）、そして大宮ソニックシティにて地区大会
12月には 親睦旅行としてご家族含め17名で台南を訪れ、
台南東北ＲＣさんと友好クラブ締結式の実施。
年末にはステラ・デル・アンジェロさんにてご家族含め55名の参加を
いただき、クリスマス例会の開催。スペシャルゲストは長州小力さん
でした。
１月には、職業奉仕例会として名取製作所さんの湾岸ラボの会社見学、
恵比寿亭さんにて新年例会の開催。
２月には 丸広百貨店にて障がい者作品展示即売会の開催、
クレア鴻巣にてＩＭ（インターシティミーティング）
３月には ベトナム・ダナンの障害児施設への遊具・紙おむつ等の支
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援事業、そして米山記念奨学生・鄭維嘉さんの卒業
ということで２年間を振り返ってのお話しをいただ
きました。
４月には、上尾駅東口にて献血活動の実施。
５月には、月末から６月月初にかけて、ドイツ・ハ
ンブルクにて国際大会。
６月には、月初に台南扶城ＲＣさんの２５周年記念
式典への参加。そして来週はステラ・デル
・アンジェロさんにて、いよいよ最終例会
29日(土)には全国ロータリー甲子園大会へ
の出場。
などなど、大変盛りだくさんの一年間でした。
それぞれの事業を企画・運営していただいた委員長
さん、ご参加いただいた会員の皆さま、誠にありが
とうございました！
また、年度当初の目標設定に対しては、
・会員増強：目標３名に対し、４名の増強。当第５
グループでトップとのことです。
・ロータリー財団寄付：１００％達成。・米山記念
奨学会寄付：１００％達成。・マイロータリー登録
：１００％達成と、いずれも素晴らしい成果をあげ
ることができました。皆さまのご協力、誠にありが
とうございました！
そして、毎週の例会場での例会につきましても、
ＩｏＴのお話し、いい夫婦の日にちなんだ夫婦円満
の秘訣のお話し、埼玉県庁より２０２０オリンピッ
ク・パラリンピックのお話し、上尾市役所より震災
対策など防災についてや、水道水ができるまでのお
話し、コミュニティスクールや上尾市の英語教育の
お話し。元航空幕僚長さんによる日本の防衛力のお
話し、等々、普段なかなか聞くことのできない、貴
重なお話しをたくさんいただきました。
それから、新会員さんの自己紹介卓話、会員さん
の職業奉仕卓話でも、楽しいお話しをお聞きするこ
とができました。こちらについても、お手配にご協
力いただいた皆様に心より感謝申し上げます。
ここにいらっしゃる会員全員の皆さまの多大なる
ご協力をいただきながら、この一年間でたくさんの
事業や奉仕プロジェクトを実施することができ、ま
た目標達成することができ、楽しく有意義な例会を
開催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。
本日もどうぞよろしくお願いいたします。

幹

事

報

宇多村 海児幹事

告

◇国際ロータリー日本事
務局からです。
７月１日より
国際ロータリーの為替レ
ートは、毎月の初日におけ
る市場実勢相場に基づくこ
ととなります。
このため、事
前に新しいレートをお知らせすることができなくなります。
この変更は、世界各地の会員にとって最も正確な市場を
反映したレートをご提供する最善の方法であると考えて
います、
とのことです。
◇今年度の立替金をお持ちの会員がいらっしゃったら、
精算をなるべく早めに行いたいので幹事までお申しつ
けください。

結 婚・誕 生 祝 い
お誕生日

おめでとうございます！

小林 邦彦会員
６月８日で72歳になりまし
た。
６回目の年男です。ロー
タリーに入会して35年、結
婚40年、開業40年と、節目
の年となりました。
これから
も宜しくお願いいたします。
結婚記念日

おめでとうございます！

斎藤 修弘会員

樋口 雅之会員

例 会 主 題

一年を顧みて

各委員長・役員が一年の活動を報告しました。各委員
長・役員の皆さん、ありがとうございました。お疲れ様で
した。
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スマイル

樋口会長／宇多村幹事／須田副会長／斎藤修弘副幹事／

出席率
出席 会員数
欠席 欠席数

大木会員／島村会員／齋藤博重会員／久保田会員／藤村会員／

前々回確定
修正（％）

大塚信郎会員／岡野会員／小林邦彦会員／尾花会員／

野瀬会員／長沼会員／春日会員／芳賀会員／小田切会員／山田会員

2019. 6. 20

新会員歓迎会が開催されました

第２786回 例会

３8
13

出席数 25
（％） 65.79

86.84

欠席数 5
（Ｍ・Ｕ） 5

於：旬魚・旬菜 多多（ただ）
゛

最 終 例 会 （ 家 族 例 会 ）
2019. 6. 27

親睦活動委員会 芳賀克久委員長 於：ステラ・デラ・アンジェロ

樋口 雅之会長
いよいよ本年度の例会
は本日で最後となりました。
何分にも力量不足の物
足りない会長ではございま
したが、
ここにいらっしゃる
会員全員の皆さま、そして
会員のご家族の皆さまの多大なるご理解ご協力をいた
だきながら、
この一年間で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、
また目標達成することがで
き、楽しく有意義な例会を開催することができました。心

より感謝を申し上げます。
本日の最終例会では、みんなでこの一年間を労い合
いながら、楽しく語らっていただきたいと思います。後半
にはアトラクションも企画しておりますので、楽しみにお
待ちください。
結びに、皆さまの一年間のご協力に改めて深く感謝申
し上げ、
また次年度須田会長年度以降の上尾ＲＣの益
々の発展と、会員とご家族の皆さまのご健勝を心よりご
祈念申し上げ、本年度最後の会長挨拶とさせていただき
ます。一年間、本当にありがとうございました！
Be the Inspiration!!!

スマイル
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、吉川会員、

齋藤重美会員、村岡会員、
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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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樋口会長、宇多村幹事、一年間お疲れ様でした！

坂会員、山田会員

