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ロータリーは機会の扉を開く

行事予定　　　 
7 月 9日 卓話
　　　　第５G ガバナー補佐
　　　　宮澤英修様（鴻巣RC）
7月16日 クラブフォーラム①
　　　　前年度事業報告
　　　　前年度決算報告
7月23日 定款の規定により休会
7月30日 早朝例会  

2019-2020年度　須田 悦正 会長会長あいさつ
　皆さまこんばんは。本日は最終例会にお越しいただきまして大変あ
りがとうございます。こうして最終例会を迎えられたのも本当に皆さ
んのお蔭と感謝しています。ただ、本来ならば盛大に最終例会を迎え
たかったのが本音です。そのような中でもこうして皆さんに参加いた
だけることが本当に嬉しいです。本日は、委員長だけでなくお集りい
ただきました全員のお話しをお伺いしたいと思いますので、会長挨拶
は短かくしました。
　とうとう最後の会長挨拶となってしまいました。何を話そうか、ど
んなことを言ったら最後にふさわしいのかをいろいろ考えました。1年
を振り返り、本当にいろいろなことがありました。献血活動・地区大
会・埼玉学園への寄贈・クリスマス例会・角打ち懇親会・インターシ
ティミーティング・ベトナムダナンへの寄贈など行ってきましたが、
今振り返るとまだまだできたのかなと思います。そのような中、本当
に皆さんにはいろいろな知恵やアイデアをいただき、参加していただ
き、お力をお借りいただいたことにより1年間を過ごせたのではないか
と思います。本当にありがとうございます。まずは皆さんに大きな感
謝を申し上げます。
　次に、藤村作先生に感謝です。適当でちゃらんぽらんにしか見えな
い私を幹事に指名していただいたからこそ、会長ができました。おそ
らく「無理だろ～」とか「大丈夫か？」などの声が多数あったことと
思います。そのような中、指名を強行された藤村先生の男気とチャレ
ンジ精神に感謝していると同時に、幹事の仕事を今考えるともっとや
らなければならなかったと反省しています。
　そして、斎藤幹事に感謝です。本当にいろいろなことをやって貰い
ました。何から何までお願いをしてしまい、それを全てこなしていた
だき感謝しかありません。理不尽なことや、急な要件や、意にそぐわ
ないこともあったかと思いますが、先を読んで様々な事案に対応いた
だきました。本当にありがとうございます。
　この1年間本当に多くの人に支えられてきました。この会長挨拶で、
本当は1人1人にお礼を言いたいのですが時間の制約もございますので、
お許しください。改めて御礼を申し上げます。「ありがとうございま

Ａｇ
ｅｏ Ｒ

ｏｔａｒｙ Ｃｌｕｂ  Ａｇｅｏ Ｒｏｔａｒｙ Ｃ
ｌｕｂ

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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須田会長、斎藤幹事、一年間お疲れ様でした！
佟針叶さん、ようこそ

懇親会を行いました！

ロータリー財団委員会　樋口雅之委員長

米山記念奨学委員会・学友委員会　藤村作委員長

会員数　　　　３9　　　
出席数　　　　22
欠席数      　　17

出席率

 56.41％

IM実行委員会　大木　保司　実行委員長
　ＩＭが無事にできて良か
ったなと思っています。須
田会長は私の期待以上に
がんばってくれた一流の会
長だったと褒めたいと思い
ます。「神は乗り越えられな
い試練を与えないと」ＩＭの会場で言いましたが、コロナ
はだいぶ厳しい試練となっています。負けずに乗り越え
たいと思います。一年間ありがとうございました。

　寄付は年内に100％達
成できてありがとうござい
ました。３月の米山月間で
は鄭さんの卓話を予定して
いましたが、コロナで開催
できず残念でした。佟さん
とは４月にZOOMで顔合わせを行いました。近況では、
病院はコロナの影響で、一般の患者さんが少なくて大変で
した。地区の次年度の仕事がＧＷ中もいろいろありました。

況では３月に61歳の誕生日を迎え、４月には37回目の
結婚記念日を迎えました。

須田会長／斎藤修弘幹事／宇多村副会長／深澤副幹事
武重会員／大塚信郎会員／尾花会員／大木保司会員／大塚崇行会員／
齋藤博重会員／久保田会員／藤村会員／齋藤哲雄会員／樋口会員／
長沼会員／坂本会員／小田切会員／奥川会員

スマイルスマイル

シニア会　　武重　秀雄　会員
　今年米寿を迎えました。
ロータリーの会は格別だと
思っています。今は出席免
除になっていますが、週に
一度皆さんに会えるのは
楽しいので、今後ともよろし
くお願いいたします。

於　洋食酒場ペネロペ　

　例会前にテレビ朝日「スーパーJチャンネ
ル」で須田商店「スーダーイーツ」が放映さ
れ、須田会長が、2019-2020年度の、有終
の美を飾りました。

　ガバナー公式訪問までに寄付金100％達成でき、
御礼を申し上げます。また地区補助金大口枠を活用
したダナンのプロジェクトも無事に完了しました。
10月には世界ポリオデーと健康フェアで、皆さまに
ご協力いただきありがとうございました。

ROTARY CLUB OF AGEO

ロータリー米山記念奨学生 あいさつ
2020学年度　ロータリー米山記念奨学生　佟針叶さん　

斎藤　修弘幹事
幹　事　報　告

◇本日、結婚・誕生祝いを
行いますが、コロナで休会
中だった３・４・５月の対象
者さんはスマイルを受け付
けていますので、まだお支
払いになっていない方はよ
ろしくお願いいたします。
◇大宮ＲＣさんから、７・８月のメークアップはお控えく
ださい、という連絡がきています。
◇次年度の各部門セミナーはＺＯＯＭで行います。
◇次年度のガバナー公式訪問は2021年1月14日にな
ります。
◇浦和東ＲＣさんから、50周年記念式典を行う予定で
したが、コロナで開催できなかったので、お礼状と日本
酒が届いています。
◇腎・アイバンクに、当クラブは多額の寄付をしたという
ことで、クラブ宛、および大塚崇行会員宛に感謝状が届
いています。
一年間、たいへんありがとうございました。

す」という一言に尽きる1年間でした。
　最後に良い言葉を見つけました。
『時が止まったような日々は、一番大切なものは何
かを考えることもできた。そして、いま時計は再び
動き出し、いつもの日常に戻ろうとしている。けれ
ども世界が大きく動いたいま、私たちも戻るのでは
なく進みたいと思う。新しい価値観が生まれ、人を
思いやる気持ちも、みんなとの繋がりも深まった。
目指すのは新しい明日。みんなで前へ進もう。』次
年度、宇多村年度と共にみんなで前へ進みましょう！
本日もどうぞよろしくお願いいたします。

　皆さん、こんばんは。佟針叶（トウ シンヨウ）と
申します。埼玉大学 理工学研究科の修士２年です。
私は中国・陜西省の西安出身です。西安は昔、長安
と呼ばれ、歴史上では10以上の王朝の都に置かれて
いました。私は高校生まで陜西省にいて、大学はハ
ルビンに行きました。ハルビンはマイナス30度にも
なり、日本の北海道のように寒いところです。大学
では、科学の力で環境を保護することに興味をもち、
 

2020,6,20 ロータリー米山記念奨学生入学式に参加しました。

大阪大学の卒業生である先生から、環境保護につい
ては日本の方が研究が進んでいると聞き、日本へ留
学することを決めました。2017年4月、大学４年の
時に日本に来て、最初は武蔵浦和日本語学院へ行き、
2019年4月に埼玉大学の大学院に入って理工学研究
科の環境制御システムコースで学んでいます。いま
研究しているのは、ムジナモという絶滅危惧になっ
た水生植物（天然記念物）の保護です。埼玉県羽生
市の宝蔵寺沼はムジナモの唯一の自生地です。私は
大学院のインターンシップを３回行い、宝蔵寺沼に
直接行って現場調査や水質の分析をしました。羽生
市にはムジナモ保存会という組織があり、私は定期
的に例会に参加しています。例会では年配の方から
昔の沼の様子を聞き面白かったです。
　私は大学院を卒業したら博士課程に進学したいで
す。大切な植物や環境保護についてもっと勉強し、
将来は中国に帰って大学の先生になりたいです。私
はこの度、ロータリーの米山記念奨学生に合格して
とても光栄に思います。これから１年間、須田会長
さんが仰ったように、皆さんと一緒に前を進みたい
と思います。どうぞよろしくお願いいたします。

ROTARY CLUB OF AGEO

結婚・誕生祝い

結婚記念日　おめでとうございます！

社会奉仕委員会　公共イメージ向上委員会　長沼大策委員長

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

青少年奉仕委員会　齋藤哲雄委員長会員選考委員会  尾花正明委員長

　６月５日で結婚して丸19
年を迎えました。長女が高
校３年生、長男が中学３年
生で、学校の臨時休校が長
びくにつれ、早く学校に行
きたいと言うようになりまし
た。家族に感謝をしながら、来年、元気に結婚20周年を
迎えられたらと思います。

クラブ管理運営委員会　深澤　圭司委員長
１年を振り返って

樋口　雅之会員

斎藤　修弘会員
　６月２日に結婚５周年を迎えました。コロナで在
宅ワークが長くなり、期間中は毎日皿洗いをしてい
たので妻との仲がいっそう良くなりました。

　今年度で印象深いのは、
台南東北ＲＣさんを含めた
台湾全土の「東北」と名が
付くクラブの合同式典への
参加です。貴重な体験をさ
せていただきました。

　納涼例会、会員親睦の角
打ち、クリスマス例会、新年
例会を行いましたが、以降、
コロナで親睦活動が減っ
たのは残念でした。最後に
こうして例会ができるよう
になったことにはありがたいと思っています。近況ではコ
ロナ自粛で５kg太ってしまいました。

会員増強の目標には及びませんでしたが、なかなか会え
ない中では仕方なかったかと思います。来年も皆さんと
お会いできたらと思います。

　須田年度では、奥川さん
と関口良康さんの２名が入
会し喜ばしく思っています。
コロナの影響で退会者が
３名でてしまって残念に思
っています。次年度、増強に
向けてがんばっていきたいなと思っています。近況報告
では、コロナで断捨離が増えたのか市民の方の廃棄物
が３割くらい増えて大変でした。

会員増強維持委員会  齋藤博重委員長

　島村研修リーダーと、年
が明けたら研修できたらと
話していたのですが、コロ
ナになってしまい開催でき
ませんでした。次年度は退
会者がでないよう、研修を
お手伝いしたいと思います。近況報告ではコロナに関係
なく仕事がありましたが、都内の解体現場では、周囲の
住民からの対策で苦労しました。８月に向けて学校関係
の段取りで四苦八苦しております。ダナンに行けなかっ
たのは残念でした。一年間お疲れ様でした。

　社会奉仕では、障がい者
作品展示即売会が２月に
開催できて良かったです。
また4月には緊急事態宣言
下でクラブは休会でしたが、
献血を駅で開催させてい
ただき奉仕活動ができました。公共イメージではポリオ
デーを３クラブで開催しEND POLIOをアピールしまし
た。地区大会のコンテストでガバナー賞を受賞したパン
フレットは会員増強に役立てていただけたら幸いです。

　埼玉学園へ野球用具を
寄贈し、多くの会員と共に
寄贈式ができました。あり
がとうございました。インタ
ーアクトでは新たな高校と
の提携を模索しています。近

　須田年度は、周年の会長
よりもコロナの状況下で、
最高に記憶に残る１年だっ
たなぁと感じています。委員
会では２名の方の推薦を
受けて仲間が増えました。


