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新旧会長・幹事引継式が行われ、
襟ピンバッヂと襷が引き継がれ
ました。
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会長あいさつ 所信表明
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深澤 圭司
副会長
斎藤 修弘
副幹事
長沼 大策
編集責任者・公共イメージ向上委員会
委員長

皆さんこんにちは。2020-21年
度会長を仰せつかりました宇多村
海児です。どうぞよろしくお願い
いたします。新年度、第１回目の
厳粛な雰囲気の中でのあいさつと
いうことでいろいろ考え、個人的
な思いを述べさせていただきます。 2020-2021年度 宇多村海児会長
私は大塚崇行年度の７月に入会しましたので入会10年になります。
ロータリークラブの存在を知ったのは中学〜高校の頃に遡ります。私
の実家は上尾市上のしらこばと団地で近所に武重外科整形外科さんが
あり、母親が「武重先生はロータリークラブの会員よ」というような
主旨の発言をしました。お医者様である武重先生が所属しているクラ
ブなので、私にとっては敷居が高い存在と感じたのが正直な感想です。
入会以来10年経ち、本日このようにごあいさつをさせていただき、
緊張と重責を感じているところです。１年後に「充分やれた」と思え
るよう努力していくわけですが、この先まったくわかりません。その
時々の変化に応じて物事を変えていかなければならないと思います。
一方で第58代目の会長は栄誉だということを自覚して、皆さんととも
に一年間、活動していきたいと思います。
おととい母から「（会長として掲載されている）『あぴお』を見ま
した。一年間身体に気をつけてがんばりなさい」とLINEのメッセージ
が届きました。母が喜んでいるようなら、親孝行になったかなと思い
ます。大変な時期に会長を仰せつかったと思いました。しかし素晴ら
しい先輩方や仲間がいて、そして深澤圭司が幹事にいるからには、大
船に乗ったつもりでなんの心配もしていません。一所懸命努めてまい
りますので、一年間どうぞよろしくお願いいたします。
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2020 学年度
ロータリー米山記念奨学生
トウ

佟

シンヨウ

針叶 さん

行事予定
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
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地区 2020-21年度出向委員 委嘱書授与

青少年交換委員会に出向する大塚崇行会員に委嘱書が授与されました。

深澤 圭司幹事
本年度、幹事を務めさせ
ていただきます。一年間宇
多村会長をバックアップし
ていきたいと思いますので
皆さまご協力のほどお願い
申し上げます。
それでは幹事報告です。
◇７月のロータリーレートは１ドル＝１０７円です。
◇コロナの影響で管理運営部門セミナーの開催が遅れ
ましたが、
７月19日に二部構成で開催されます。今回オ
ンラインミーティングになっていますので、対象者の方は
ご参加のほどお願い申し上げます。
◇地区・公共イメージ部門が、地区事業の推進とクラブ
活性化を図るということで７月１日からYouTube動画
配信を行っています。YouTubeチャンネル「みらいの
扉」を登録してご視聴をお願いします。
また地区公式フェ
イスブックのフォローをお願いします。
◇昨年度、地区がフェイス・シールドマスク５万枚と５００
万円の寄付を県に行ったことから、埼玉県からご協力の
お礼が届いています。
５月14日に埼玉県庁にて大野知
事と贈呈式を行ったこともご報告いたします。

委員長報告

ロータリー財団委員会 須田悦正委員長

ロータリー米山記念奨学金授与

2020学年度 ロータリー米山記念奨学生 佟針叶さん
皆さん、こんにちは。佟針叶（トウ シンヨウ）で
す。先週、博士課程へ進学の出願をしました。試験
は８月24日です。その日まで集中して勉強したいと
思います。それと先日、米山学友会主催 研修旅行に
行って、ズボンのボタンが１つ外れたので、食べる
量に気を付けたいと思います。

本日、大塚信郎会員と吉
川会員から寄付をいただき
ました。ありがとうございま
した。

米山記念奨学委員会 樋口雅之委員長
本日、大塚信郎会員から
寄付をいただきました。あ
りがとうございました。

米山学友会主催研修旅行で、米山梅吉記念館見学＆お墓
参り、三島大社見学、御殿場アウトレット散策に行きました。
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出席委員会 村岡武仁委員長

例 会 主 題

本年度事業計画発表

宇多村海児会長

2020-21年度、３つの事業計画を考えています。
１つ目は【奉仕事業】です。職業奉仕では趣旨に
沿った講演の企画、実施を行いたいと思います。国
際奉仕ではベトナム・ダナンの中学校へ、日本語で
書かれた絵本の寄贈を行いたいと思います。ベトナ
ムは新型コロナ対策で渡航できないかもしれません
が、今後の展開を見守りたいと思います。
２つ目は【奉仕そのものを見つめ直す機会を増や
そう】と思います。それに付随して、継続して行わ
れている奉仕事業を見直す一年にしていきたいと思
います。中期戦略計画（クラブの３〜５年後のイメ
ージ）の、その④に「会員相互間のビジネス面での
積極的協力体制の構築」を掲げました。この計画は
骨子であるので、ベテラン会員さんはじめ皆さんに
ご協力いただいて肉付けをしていきたいと思います。
ぜひよろしくお願いいたします。
３つ目は【会員相互の親睦】です。ホルガ―・ク
ナークＲＩ会長の、クラブの強い土壌とは、会員の
ビジネスが充足されているという話にも基づき、ビ
ジネスやロータリーの情報交換の場＝親睦が必要だ
と思います。ＲＬＩなどの会場で、上尾ＲＣの魅力
は、「会員全員の仲が良いことだ」と私は発言して
きました。ＰＥＴＳでも同様にレポートを提出した
ら、翌日、中里ガバナーから直接お電話をいただき
ました。仲が良いことが、歴史と伝統ある当クラブ
の魅力であるなら、もっと親睦を深めていきたいと
思い、それに資する事業を展開していきたいと思い
ます。その一環として、会員の卓話を中心に一年間
プログラムを組んでいきたいと思います。よろしく
お願いいたします。
※この後、予算審議が行われ、承認されました。

新任役員挨拶

クラブ奉仕委員会 長沼大策委員長
継続事業の見直しや、新
規事業の企画など、各委員
会さんの活動をサポートし
たいと思います。
よろしくお
願いいたします。

職業奉仕委員会 大塚信郎委員長

プログラム委員会 小田切宏治委員長
コロナ禍のもと、会長幹
事をサポートし、魅力ある
例会をプログラムしていき
たいと思います。
ホビー委員会 大木崇寛委員長

会員相互や他クラブとの
交流を主軸に一年間やっ
ていきたいと思いますので
よろしくお願いいたします。

会員選考委員会 久保田勲委員長

会員増強維持委員会と
連携し、新入会予定者につ
いて速やかに適性を審査
して、メンバーを増やしてい
きたいと思います。
よろしく
お願いいたします。

会員増強維持委員会 島村 健委員長

前年度末に３名が退会
しましたので、今年度の純
増目標は２名ということは、
できたら５名増強したいと
思います。
よろしくお願いい
たします。

ロータリー情報委員会 藤村 作委員長

クラブ研修リーダーの指
導のもと、委員会を開催し
たいと思います。
よろしくお
願いいたします。

米山記念奨学委員会・学友委員会 樋口雅之委員長

久しぶりに五大奉仕部
門の委員長を仰せつかり
ました。職業奉仕に関する
講演会を開きたいという会
長方針に則り、必ず実現し
たいと思います。
よろしくお
願いいたします。
ロータリー財団委員会

須田年度の後半は新型
コロナウイルスの影響で役
員の皆様はご苦労なさっ
たと思いますが、新年度は
例会への出席を心掛けて
いただきたいと思いますの
でよろしくお願いいたします。

本年度は、米山記念奨学生 佟 針叶さんをホスト
しています。極力、昼も夜も例会に出席いただける
とのことですので、皆さん是非、声をかけていただ
いて仲良くしていただきたいと思います。彼女たち
を支えるご寄付についてご協力をお願いいたします。
クラブ研修リーダー 齋藤博重パスト会長
須田悦正委員長

ベテラン会員さんは財団の仕組みをご存じだと思
いますが、入会が浅いメンバーに、寄付されたお金
の使い道をしっかりお伝えしながら、皆さまに寄付
をお願いにあがりたいと思います。
会員数
出席数
欠席数

３6
28
8

ロータリー情報委員会と
連携しながら、一年間、活
動したいと思います。
よろし
くお願いいたします。

出席率 77.78％

スマイル
■宇多村海児会長：一年間、
よろしくお願い申し上げます。

■島村 健会員：宇多村年度、宜しくお願いいたします。

■深澤圭司幹事：皆様のご支援ご協力をお願いします。

■齋藤博重会員：宇多村会長、深澤幹事、

■斎藤修弘副会長：2020-21年度も宜しくお願いします。
■長沼大策副幹事：一年間よろしくお願いいたします。
■岡野晴光会員：今年度、
よろしく。
■大塚信郎会員：新年度、
よろしく。
■吉川公夫会員：須田前会長お疲れ様でした。

１年間宜しくお願いいたします。
■久保田勲会員：宇多村会長、初例会、
おめでとうございます。
■関口和夫会員：宇多村会長おめでとうございます。
１年間よろしくお願いします。

宇多村会長、大変な時期ですが頑張ってください。

■藤村 作会員：新年度、
よろしくお願いします。

４月の誕生祝い、ありがとうございました。

■齋藤哲雄会員：宇多村会長、会員の皆様、

■小林邦彦会員：本年度もよろしくお願いいたします。
誕生祝い、ありがとうございます。
■村岡武仁会員：宇多村年度愈々スタートです。
おめでとうございます。
■尾花正明会員：新年度スタッフの皆様、
よろしくお願いいたします。
■大木保司会員：宇多村＆深澤年度、頑張って下さい！

一年間宜しくお願いいたします。
■樋口雅之会員：宇多村会長年度スタート！おめでとう
ございます！会長幹事、一年間楽しんでくださいね！
■須田悦正会員：ありがとうございます。
■大木崇寛会員：よろしくお願いします。
■奥川淳一会員：新年度、宜しくお願い致します。
■関口良康会員：今年度もよろしくお願いします。

■大塚崇行会員：新年度、宜しくお願い致します。
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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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