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第２812回　例会
２０20. 1. 23

ロータリーは世界をつなぐ

行事予定
　　　 
2月15日 障がい者作品展示
  ～17日 　　　　　  即売会
            於：丸広百貨店 上尾店

2月20日 インターシティ
            ミーティング準備例会
            （２）
            リハーサル等

2月27日 インターシティ
            　　　 ミーティング
            於：東武バンケット
            ホール上尾 フローラ

2019-2020年度　須田 悦正 会長会長あいさつ
　皆さまこんにちは。新年はじめての例会場での例会となりますので
随分遅い挨拶ですが、新年あけましておめでとうございます。本年も
よろしくお願い申し上げます。本日は本年度第26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。
　まずは、12月18日の年次総会とクリスマス家族例会、たくさんの会
員さんとご家族の皆さまにご参加いただき、盛大に開催することがで
きました。誠にありがとうございました。年明け、1月7日には上尾商
工会議所の新春賀詞交歓会が開催され、当クラブも例会振り替えとい
うことで、多数の会員の皆さまにご参加いただきました。ご参加の皆
さま、ありがとうございました。1月13日は、上尾市スポーツ少年団駅
伝大会に行ってまいりました。開会式のみの参加となってしまいまし
たが、当日は日頃の行いのお陰で、天気にも恵まれ寒くなく迎えられ
ました。やはり子供っていいものですね。開会式で選手宣誓などで、
子供たちが緊張した面持ちでがんばってた姿が印象的でした。また、
後援会会長の島村さんの挨拶も素敵でした。1月16日は、北西酒造での
移動例会でした。当日は20名を超える多くの皆さまにご参加していた
だきまして大変ありがとうございました。この事業は、私たちの街に
も誇れる酒蔵があるんだということを強く訴えたかったというのがあ
ります。若社長が数年前に蔵に戻られ、十四代や飛露喜や獺祭など有
名蔵に出向き、勉強し、「誇れる酒」、「飛び切り旨い酒」を目指し
努力している姿を見ていて、是非とも応援したいと思ったのがはじま
りでした。今では、高島屋さんからの依頼で「AGEO」を作り、IWC
では世界一の大吟醸を作り、酒造りの原点である「米」の生産まで掘
り下げて、満を持して、純米吟醸「彩來」を世に出しました。これか
らもっともっと素晴らしい蔵になるので是非みなさんで応援して行っ
ていただけたら嬉しいと思います。ちなみに一番近い所で北西酒造の
お酒を売ってるのはたしか「須田商店」というお店だそうです。
　皆さまのご協力のおかげで、本年度も無事に折り返し点を過ぎ、下
期がスタートしたところです。あと半年、まだ半年。引き続きよろし
くお願いいたします。さて、皆さまは年末年始、いかがお過ごしでし
たでしょうか。私は、年末は31日までぎゅうぎゅうに仕事をさせてい
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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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会計　久保田　勲会員
　上期の会計が適正に行われていることを確認し、
決算書にてご報告いたします。

須田会長／斎藤修弘幹事／宇多村副会長／
深澤副幹事／岡野会員／大塚信郎会員／
尾花会員／大木保司会員／名取会員／
大塚崇行会員／島村会員／久保田会員／
藤村会員／野瀬会員／長沼会員／坂本会員／
芳賀会員／小田切会員／丹井会員／
大木崇寛会員／奥川会員

スマイルスマイル

於：うなぎ割烹　恵比寿亭

　大勢の会員の方に出席いただいて、新年齢会を盛大に開催しました！　2019-2020年度　上期もお疲れ様でし
た。下期もよろしくお願いいたします！

親睦活動委員会　小田切宏治委員長

国際奉仕委員会　大木 保司 委員
　上期には、10月に台湾全「東北」RCさんの記念
式典に樋口直前会長、宇多村副会長、深澤副幹事に
出席していただきました。下期は3月19日に台南東
北ＲＣさんの方々が来日するそうなので対応したい
のと、3月23日にダナンでの国際奉仕事業の検証に
行ってきたいと思います。

ロータリー財団委員会　斎藤 修弘幹事
　ガバナー公式訪問前にロータリー財団年次寄付
100％達成できました。また10月19日の藤村病院
「健康フェア」にブース出展しポリオ根絶活動のＰ
Ｒと、ポリオ募金活動を実施しました。いずれも会
員の皆さまのご協力のおかげで感謝を申し上げます。
米山記念奨学委員会・学友委員会　藤村作委員長
　米山の寄付１人25,000円達成しています。また大
塚信郎ＰＤＧから本日寄付をいただきました。あり
がとうございます。あとは寄付率ですが、10月の米
山月間にも寄付をいただきましたが、３月にも米山
月間がありますのでよろしくお願いいたします。３
月には昨年度の米山記念奨学生だった鄭維嘉さんに
卓話をしていただけたらと企画をして調整中です。

会員数　　　　３9　　　
出席数　　　　28
欠席数      　　11

出席率

 71.79％

第２813回
2020. 1. 30

新年例会を開催しました

ROTARY CLUB OF AGEO

IM（インターシティミーティング）案内

斎藤　修弘幹事
幹　事　報　告

第５グループ　島村　健ガバナー補佐

◇地区大会で当クラブが
ガバナー賞を受賞したパン
フレットコンテストですが、
コンテストにエントリーし
たクラブには、クラブ繁栄
祈願として香取神社の神
札をいただきました。
◇ＲＬＩ　PartⅢが３月７日に開催されます。該当者に
ご案内させていただきます。
◇ロータリー財団に大塚信郎会員から1,000ドルのご
寄付をいただきました。ありがとうございました。

ただき、31日の深夜から山形蔵王へ家族5人でスキ
ーに行ってまいりました。昨今のニュースでもある
ように雪不足でした。どうにかスキーはできたので
すが、至る所で草は出ているし、クローズしている
コースやリフトばかりでした。でも、そこが私の強
運の持ち主です。なんと1日の夜寝ている間にしっ
かりと雪が降ってくれて2日はふかふかの雪でスキ
ーを楽しむことが出来ました。神様も日頃の行いを
どうも見てくれているようです。昨年の樋口直前の
会長挨拶にもありましたが、このところ、年々気温
が少しずつ上がってきているようで、12月下旬にな
ってやっとスキー場に少し積雪がみられ、人工降雪
機もフル稼働してやっと営業開始といったゲレンデ
が多いそうです。樋口直前が昨年行ったスキー場も
全コースのうち２本だけが滑走可能という状況だっ
たそうです。また、25年前、直前が大学生のころ、
冬休みはどのスキー場も積雪が１メートル近くあっ
たものですが、最近は12月ですと多いところでも
50～60センチの積雪しかなく一部滑走可という感
じですので、このまま地球温暖化が進むと、そのう
ち、日本国内ではスキーができなくなってしまうの
ではないかと、直前は危惧しているそうです。私は
たぶん大丈夫だと思います。
　最後に私は毎年、年のはじめに目標を立てます。
あくまでも目標なので達成できるか分かりませんが
目標を立てます。そして、いつもは1か月くらいす
ると忘れてしまうので今年は、毎朝目標を朝礼で叫
んでいます。2020年の目標は「動く！」です。と
にかく頭がないので、体を使おうと。昨年は何かに
つけて言い訳を準備して動かなかったと感じていた
ので、今年は「動こう」と。
　そして、あと7個目標があるのですが動くことに
よって達成に近づくので大目標は「動く！」です。
私がさぼってたら「動けよ！」と叱ってください。
本日の例会主題は、上期中間報告です。委員長の皆
さんどうぞよろしくお願いいたします。本日もよろ
しくお願いいたします。
 

　本日、ＩＭのチラシを配
布させていただきました。
先週・今週・来週と、第5Ｇ
内の各クラブにキャラバン
としてお邪魔しており、当ク
ラブでは来月、例会で「説
明」と「リハーサル」を行います。準備も大木実行委員長
を中心に練っているところです。皆さまにはいろいろとご
協力をいただくことになります。当日は受付から懇親会ま
で長時間になりますがよろしくお願いいたします。

IM実行委員会　大木　保司　実行委員長
　本日、チラシを配布して
いるように吉岡秀人先生に
基調講演をしていただき、
懇親会ではマリンバデュオ
を演奏していただいて楽し
んでもらう企画です。本日
の例会後も実行委員会を開いて細部にわたって準備を
いたします。各クラブで言っているのは、「ロータリーは
奉仕のクラブということで、吉岡先生も個人あるいはジ
ャパンハートという団体で、いまＡＣジャパンのＣＭでも
登場しているところです。タイミングが良かったのかなぁ
と思っています。また、おもてなしとしての体制を万全に
とりたいと思っています。２月27日、ぜひ成功したいと思
っていますのでご協力をお願いいたします。

ROTARY CLUB OF AGEO

結婚・誕生祝い

地区から表彰

お誕生日　おめでとうございます！

結婚記念日　おめでとうございます！

公共イメージ向上委員会　長沼大策副委員長

ロータリー情報委員会　久保田勲委員長

例 会 主 題

親睦活動委員会　小田切宏治委員長

職業奉仕委員会　芳賀克久委員長

会員選考委員会  尾花正明委員長

社会奉仕委員会　 長沼大策委員長

クラブ奉仕委員会　深澤圭司委員長
上期中間報告（事業報告・決算報告）

近　況　報　告

　今年はオリンピックイヤ
ーということで新しい国立
競技場ができましたが、弊
社は前の国立競技場の一
部を解体しました。さいた
まスタジアムの一部も改修
に伴って解体しました。それと築地も解体しました。オリ
ンピックが終わってからも、選手村の一部を解体して分
譲するそうで、その作業を携わらせていただきます。国立
競技場は大きいので、重機も大きいものを導入し解体し
ました。解体もいろいろ気を遣わないといけないご時世
です。解体についてもご認識していただき、今年はオリン
ピックを楽しみたいと思います。

久保田　勲会員

前年度（2018-2019
年度 樋口年度）、
会員純増人数優秀
クラブ賞 第３位 と
して中川直前ガバナ
ーから表彰状をいた
だきました！

久保田　勲会員
　54歳になりました。50歳を過ぎたら楽しく生きて死に
たいなと思って、最近、車を購入しました。誕生祝いあり
がとうございました。
斎藤　修弘会員

　45歳になりました。この１年で老眼が進み白髪も増え
ました。元日は甥姪とサッカーをしてギックリ背中になっ
てしまい三が日は寝ていました。ありがとうございました。

宇多村海児会員
　結婚30年目を迎えました。結婚式は東郷神社で行い
ました。あっという間の29年ですが、夫婦とも元気ですの
で、仲良くやっていこうと思います。
 

　上期は、各委員会ともよく出来たと思います。下
期も須田年度を盛り上げていきたいと思います。

　上期は、納涼例会、角打ち、クリスマス例会を実
施しました。下期も楽しく親睦事業を行っていきた
いと思います。

　今年度、５名の増強目標ということで会員増強維
持委員会からあがってきた方を承認していきたいと
思います。上期は２回選考しました。必ず委員会を
開いて選考していきます。

　上期はなかなか委員会ができませんでしたので、
下期は新会員さんにむけて発信ができればと思って
います。

　10月24日の「世界ポリオデー」ではEND POLIO
やロータリーをＰＲできたと思います。また地区大
会でガバナー賞をいただいたパンフレットは、ぜひ
会員増強にお役立ていただけたら幸いです。

　上期では主だった事業はしていませんが、先週、
職業奉仕移動例会ができて良かったと思っています。
下期もロータリーの目的や、四つのテストの唱和を
SAAさんと協力して進めていきたいと思います。

　上期のはじめには、上尾夏まつり会場にゴミ箱を
寄贈し、ロータリーマークも入れて、公共イメージ
向上の一助となったと思います。８月の献血は暑い
中、大勢の方に献血ご協力していただきました。ま
た地区が推奨する点字名刺を作成し、丸山公園の大
かいぼり祭ではお茶を協賛しました。下期は、２月
に障がい者作品展示即売会が開催されますので皆さ
まのご協力をよろしくお願いいたします。


