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ロータリーは世界をつなぐ

行事予定
12月12日 卓話
　　　　 地区R財団部門
　　　　 資金推進委員長
　　　　 松村繁様（浦和東RC）　　　　 
12月18日 年次総会
　　　　 次年度役員発表
　　　　 クリスマス例会
　　　　 （家族例会）
12月26日 定款の規定により
　　　　 休会

2019-2020年度　須田 悦正 会長会長あいさつ
　皆さまこんばんは。本年度第19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。本日の第1回上尾ＲＣ親
睦ゴルフコンペでは細野委員長の設営と、大勢の皆さまにご参加いた
だきありがとうございました。この親睦ゴルフコンペにより、ＩＭの
第5グループゴルフコンペも盛り上げていきたいなと思います。
　さてロータリー活動です。先週の児童自立支援施設埼玉学園への支
援に多くの皆様に参加いただきまして大変ありがとうございました。
子供たちと触れ合い、個人的に非常に嬉しかったです。この事業は私
の一番やりたかった事業の一つです。私は以前、今の「埼玉栄北高等
学校」で教員をしていました。その中で感じたものは、親の愛情不足
の子供たちの自己表現がとても下手なことでした。自分をどのように
表現していいのかわからず、様々な方向に走る子ども達を見ていて、
大人が見守り支援し、寄り添わなければならないと強く感じていて、
今もその気持ちは変わりません。非行に走っても、ふさぎこんでも、
ふてくされても子どもは子どもなんです。寄贈式で、私の目の前の男
の子は小学生4年生で、得意科目は何？と聞いた時、「算数」と答えた
時の目が素晴らしくキラキラしていました。キャッチボールをしてく
れた子は不愛想でしたが、数日前から緊張すると言って練習していた
そうです。また、一番右端の後ろにいた女の子はずっとふてくされて
いました。左の後ろの方に居た男の子もふてくされていました。でも
寄贈式終了後ふと目を向けると帰り際に少しほころんだ少年少女の顔
に戻っていました。私もあんな時があったなと、少し前の自分を振り
返ることができ懐かしくも感じました。そんな綺麗な子どもたちが親
と一緒に住むことができない環境の中、埼玉学園で生活しています。
いろいろ複雑な環境や心境で生活しています。だからこそ支援したい
と思いました。自己満足になってしまい大変申し訳ないのですが、と
ても素晴らしい支援が出来たと思っています。
　さて先日上尾市社会福祉協議会の40周年式典に参加してきました。
当クラブは多年に渡り理事・監事・評議員として貢献された団体とし
て表彰されました。歴代のクラブの皆様に感謝すると共に今後も貢献
できたらと感じました。
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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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第２805回 移動例会
青少年奉仕事業  野球用具を寄贈

関口良康会員、卓話、ありがとうございました。
末永くよろしくお願いいたします！

2019.11.20  
於：埼玉学園 

　約１カ月間、３年分の資料を税務署にお預けして、11
月25日に税務署に行ってきましたが、特に問題はなく、
ようやく安堵しているところです。
  税理士のお話をすると、「経営革新等支援機関推進協
議会」に所属していて、税金面はもちろんですが、業務で
は財務にも力を入れています。財務面では２つあり、１つ
は、手続きが煩雑な、補助金の申請サポートを行ってい
ます。もう１つは、あまり知られていないと思いますが、金
融機関が企業や個人に偏差値を付けていて、借り入れ
の際の保証協会をつけますが、金融機関から融資され
やすいような財務内容を見せられるよう手伝っています

　　　　　　　　　　　　須田会長／斎藤修弘幹事／宇多村副会長／
深澤副幹事／大塚信郎会員／齋藤重美会員／尾花会員／大木保司会員／
細野会員／大塚崇行会員／島村会員／齋藤博重会員／藤村会員／樋口会員／
長沼会員／坂本会員／芳賀会員／小田切会員／坂会員／大木崇寛会員

スマイルスマイル 会員数　　      40
出席数　     　 28
欠席数            12

出席率  70.00％

　新しいことを始めたり、大きな出来事があった2019
年ですが、上尾ロータリークラブにこの年齢で入会した
のも新しいことですので、これから末永くおつきあいいた
だければと思います。
どうぞよろしくお願い
いたします。
本日はご清聴いただ
きありがとうござい
ました。

　地区補助金を使って、児童自立支援施設「埼玉学園」に野球
用具を寄贈しました。この支援は須田会長が「未来ある子ども
達に少しでも光を当てたい。どんな形でも応援する、寄り添う大
人たちは必ずいるんだよという気持ちを少しでも伝えられたら」
という思いから、今年度、どうしてもやりたかった事業。寄贈した
のはデイパック20個、バット３本、ボール４ダースです。「埼玉学
園」は地区の野球大会で２年連続優勝しているほど部活動に熱
心だそう。岡田真彦園長、倉田新二副園長、生徒さん一同は、と
ても喜んでくださり、お礼の言葉をいただきました。寄贈後は、須
田会長・斎藤修弘幹事と生徒さんで楽しくキャッチボールを行
いました。新しい野球用具で練習を積み、次の大会でも優勝さ
れますことをお祈り申し上げます！なおこの日、訪日された国際
ロータリー第3800地区、フィリピン・マラボンＲＣの２人が寄贈
式に同席し、文楽東蔵で食事を共にしました。

ROTARY CLUB OF AGEO

結婚・誕生祝い

お誕生日　

おめでとう

ございます！

米山記念奨学会功労者表彰

おめでとう
ございます！

坂本忠光会員

ポールハリスフェロー授与

斎藤　修弘幹事
幹　事　報　告

ゲストあいさつ

近　況　報　告

　先週の埼玉学園への青
少年奉仕の日の午前にバ
ンコクから帰国しました。
私は海外に行くと毎回マッ
サージを受けるのですが、
ベトナム式理髪店に行って
みたいと思い、検索してパタヤに行ってきました。ベトナ
ム式理髪店では、足を洗い、ヒゲを剃り、顔にキュウリの
パックをして、耳そうじ、手と足の爪を切り、手足・背中の
マッサージ、シャンプーをしてドライヤーで乾かすという
コースで、90分間600バーツ（約2000円）でした。爪切
りは深爪でしたが、とてもスッキリしました。

大木　保司会員

◇地区大会で表彰された
パンフレットコンテスト・ガ
バナー賞の中にあったギフ
トカード１万円ぶんは、須
田会長に現金化していた
だき、本日の例会でスマイ
ルに入金させていただきました。
◇第7回  日台ロータリー親善会議福岡大会が３月６日
（金）、ホテルニューオータニ博多にて開催されます。参
加ご希望の方は幹事までお声がけください。
◇ペットボトルキャップ回収データが地区から報告され
ました。今年５月～10月の期間で、当クラブの回収量は
570kg＝5700円で74クラブ中、６位でした。
◇台風15号災害義捐金ご協力御礼と報告です。地区全
体で集まった総額が135万円で、地区から140万円を
送金したそうです。ありがとうございました。

長沼　大策　会員

　本日のお客様でいらっしゃって頂いている池田卓
夫さんは、2020年3月に実施予定のダナン支援にお
いて現在非常に尽力していただいております。現在、
着々と工事が進んでいます。ダナン支援への検証・
寄贈式には多くの皆さまにご参加をお願いします。
　さて本日卓話していただく関口良康さんは私と同
級生で、富士見小学校のPTA繋がりです。関口さん
を是非ロータリーにとかねてからお誘いし、願いが
叶いロータリアンになったことが大変嬉しいです。
　本日もどうぞよろしくお願いいたします。

（株）Table Produce 代表取締役 池田 卓生様
　こんばんは。私は春日部
YEGで、埼玉県連に出向し
ていた頃、須田会長と一緒
に活動しておりました。その
ご縁で上尾ＲＣ様がダナン
で行っている国際奉仕事
業をお手伝いさせていただいております。今年度は施設
の水道設備の修繕ということで、弊社にご依頼いただき
ました。ベトナムは１月・２月は旧正月で仕事が進まなく
なるので、現在、急ピッチで修繕を行い、３月23日の式
典に間に合わせたいと思います。子供たちも施設のスタ
ッフもとても喜んでいます。よろしくお願いいたします。 
 

おめでとう
ございます！

斎藤修弘幹事

　9日に52歳になり、10日には地区大会でガバナー賞
をいただき嬉しいことが重なりました。10月末に夫婦で
北海道旅行に行ってきました。ありがとうございました。

ROTARY CLUB OF AGEO

第１回上尾RC親睦ゴルフコンペ表彰式

結婚記念日　おめでとうございます！

例 会 主 題

ホビー委員会　細野　宏道　委員長

　こんばんは。関口良康
（よしやす）と申します。両
親は熊谷出身です。結婚を
機に上尾に住みはじめまし
た。私は上尾生まれです。
上尾ひなぎく幼稚園、平方
北小学校で、小３で本町に引越し、上尾小学校、上尾中
学校、高校、大学と、結婚するまで上尾に住んでいました。
大学は日本大学の商学部で、スキーサークルに入りまし
た。そのサークルで知り合った２歳年下の利枝（りえ）と
知り合い結婚しました。結婚して当初４年間は昭島市で
過ごし、平成15年に上尾に戻ってきて今は柏座で暮らし
ています。娘が２人いて長女が中３、次女が中１です。
　生まれたのは1971年（昭和46年）、亥年で今年、年男
です。そこで今年、いろいろ始めたいなと思って、まずは
フットサルの
スクールに通
い始めました。
場所は神楽坂
で、隔週の土
曜10時から
約２時間汗を
流しています。スクールの日の昼食は赤羽で、12時半か
らお酒を飲みながら３～４時間過ごしています。解散し
て電車に乗ると、乗り過ごすことが多いです。またフット
サルとは別に、キックボクシングに
通っています。やはり隔週で２時間
汗を流し、こちらは真面目に通って
いて、トレーニング後にはプロテイ
ンを飲み、健康になってきています。
　基礎体力もついたお蔭で、９月
頃までは絶好調だったのですが、
年男だからなのか、100年200年に一度の出来事が起
きてしまいました。10月のロータリーの入会日頃なので
すが、税理士が税務調査を受けました！　同業の友人
に相談したところ「これこそチャンス」だと言われました。
税理士が税務調査を受けるとは、ほとんど聞いたことが
ないので、調査内容を動画作成し、全国にいる約７万人
の税理士に１人1000円の視聴料をとったら７千万円に
なるぞ、との提案だったのですが、それはやめました。（笑）

 新会員卓話
関口　良康　会員

尾花　正明　会員
　10日の誕生日で68歳になりました。14日が結婚記念
日で37年目です。新婚旅行は山陰山陽地方に車を運転
しながら回りました。日御碕灯台ではあと30分違ってい
たらもしかしたら大変なことになっていたかもしれない
という経験をしました。本日はありがとうございました。

細野　宏道　会員
　14日に65歳になりました。今までと最も違った誕生日
になりました。諸先輩方を見倣ってがんばりたいと思い
ます。ありがとうございました。

坂本　忠光　会員
　27日が誕生日で家族に祝っていただき49歳になりま
した。これからもよろしくお願いいたします。

須田　悦正　会長
　23日に結婚記念日でしたが、その日は友人の結婚式
に出席していました。25日に税務署に呼ばれていたので
記念日どころではありませんでしたが、税務署は無事に
済みました。ありがとうございました。

　今年度はＩＭと第5Ｇ親
睦ゴルフコンペのホストク
ラブです。本日は、例会内で
表彰式を行います。本日10
名でコンペを行い、春日会
員が優勝しました。例会に
は欠席のようなので深澤会員に一言いただきたいと思
います。なお４月９日に第5Ｇ親睦ゴルフコンペを主管し
ます。会員の皆さまにはお手伝いをしていただくことにな
りますのでご協力のほどお願い申し上げます。

　本日は寒い中、お疲れさ
までした。ブービーメーカ
ーですが、最下位でも賞品
をいただき、ゴルフはとても
気持ち良かったです。あり
がとうございました。

深澤　圭司会員


