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8月27日 卓話と会員親睦の夕べ

2020-2021年度 宇多村海児会長

皆さま、こんにちは。本日は上尾市スポーツ少年団の皆さま、後援
会会長の島村様、お越しいただきありがとうございます。私もスポー
ツ少年団に所属する者として日頃の御礼を申し上げます。
さて雨模様が続き、九州では日に日に被害者の方が増えていますが、
雨に関するお話をしたいと思います。本来2020年上半期の映画界は傑
作ぞろいのはずだったのですが、コロナ禍、映画館で鑑賞ができず、
どうしてもビデオになるのを待って自宅で鑑賞することになるのだと
思います。最大の話題作は、韓国映画で初めてアカデミー賞作品賞を
受賞した『パラサイト――半地下の家族』です。既にレンタルビデオ
ショップに並ぶようになりましたがご覧になりましたでしょうか。ア
カデミー賞を四部門受賞した作品なので、私は早速借りて鑑賞してみ
ました。ストーリーでは、高台にそびえる豪邸と、下町の対比とで、
持たざる者の閉塞感や抑圧に耐える姿を描いています。作品が動き出
すきっかけが大雨による洪水です。洪水が起こり、半地下の家が水没
してしまうところから話は二転三転していきます。
九州を中心とする大雨だけでなく、これから台風の季節に入ってき
て、全世界を覆うコロナ禍の中、それでも我々は何かしらの準備をし
ていかなければならないと思います。約２年前に上尾市はヤフーと防
災協定を締結しているのをご存じでしょうか。避難場所や救援物資に
ついて、たとえば上尾市のホームページを見ると、災害時にはサーバ
ーがパンクしてしまい見ることができません。そこで防災アプリをダ
ウンロードしておけば、防災情報をプッシュ通知してくれることにな
ります。この通知をヤフーが代行してくれるのが防災協定です。尾花
市議がＳＮＳで告知されていてスグレモノだなと感じました。使い方
はまた別の機会に設けたいと思います。
さて本日はスポーツ少年団の皆さまをお迎えしております。私も認
定員になって何年か経ちますが、スポーツ少年団の理念は３つありま
す。１つ目は「スポーツの楽しさを子供たちに伝えること」、２つ目
は「スポーツを通じて子供たちの心身の健康を育むこと」、３つ目は
「スポーツを通じて人と地域を結びつけること」です。私はサッカー
スポーツ少年団の指導者を10年近くやっていますが、本来であれば春
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には上尾市本部長杯争奪サッカー大会が行われるは
ずでした。７年前、私が指導者を務める上尾上平サ
ッカースポーツ少年団の６年生の部が創団以来初め
て決勝に進みました。試合の残り時間５分の間に逆
転されて初優勝はできませんでしたが、それでも団
の中では準優勝は一大ニュースで祝勝会なども行わ
たことを思い出しました。コロナが早く収束して、
子供たちが精一杯スポ―ツできる環境に戻ってくれ
ればいいなと思います。会長あいさつは以上です。
本日もよろしくお願いいたします。

幹

事

報

深澤 圭司幹事

告

上尾市スポーツ少年団 本部長 小板橋英雄様

◇上期の会費の納入を８
月13日迄にお願いします。
◇７月３０日の早朝例会は
南駐車場に朝６時20分集
合でお願いします。
◇８月６日は社会奉仕事業
の献血になっています。
この日は四川飯店にて昼食のご
用意がございます。
◇年度計画書では委員長名に空欄がありましたが、先
週の理事会で、公共イメージ向上委員会；坂委員長、青
少年奉仕委員会：門崎委員長に決まりました。

委員長報告
米山記念奨学委員会 樋口雅之委員長

皆さん、こんにちは。上尾ＲＣの皆さんにはスポ
ーツ少年団をご支援いただきありがとうございます。
いま上尾市のスポーツ少年団は野球、サッカーをは
じめ、８部会ありまして、バレーボール部会とソフ
トボール部会の２部会の大会を上尾ＲＣさんに開催
していただいております。今年は新型コロナウイル
スの関係で、４〜６月は行政からの意向もあり、ほ
とんどの部会の活動は休止になっていました。７月
に入り、ようやく例年通りの活動ができるようにな
りました。バレーボールとソフトボールの大会は改
めてご案内させていただくようになると思います。
開会式で私は子供たち・団員に、上尾ＲＣさんに「感
謝の気持ち、感謝の心をもって大会に臨むよう」話
しています。引き続きご指導・ご支援のほどをよろ
しくお願いいたします。

例 会 主 題

富永建会員、島村健会
員から10万円ずつご寄付
をいただきました。誠にあ
りがとうございました。

前 年 度 事 業 報 告・決 算 報 告

須田悦正直前会長

斎藤修弘直前幹事

前年度の決算報告が行われました。決算報告では
会計監査も報告もされ、適切な会計であると承認さ
れました。
また須田直前会長が事業報告を行いました。須田
直前会長、一年間お疲れ様でした！

お 客 様 からあいさつ
上尾市スポーツ少年団 後援会会長 島村 健様
皆さん、こんにちは。私は後援会長を務めさせて
いただいており、上尾ＲＣからは大木保司さんが副
会長、細野さんが理事をそれぞれ務めてくださって
います。毎年協賛金のご協力をいただきありがとう
ございます。今期も上尾ＲＣ杯ということで、バレ
ーボールとソフトボールの大会が予定されておりま
す。引き続きご協力をよろしくお願いいたします。
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結 婚・誕 生 祝 い

スマイル
宇多村会長／深澤幹事／斎藤修弘副会長／
長沼副幹事／武重会員／岡野会員／
大塚信郎会員／村岡会員／尾花会員／
大木保司会員／大塚崇行会員／島村会員／
齋藤博重会員／藤村会員／齋藤哲雄会員／
須田会員／樋口会員／小田切会員／坂会員／
丹井会員／関口良康会員

結婚記念日

おめでとうございます！

丹井 亮一会員

コロナでいろいろありましたが、妻と一緒になっ
て乗り切りました。子供たちも元気でいることが本
当に嬉しく思います。これからも夫婦仲良く過ごし
たいと思います。
お誕生日

出席率
会員数
出席数
欠席数

３6
24
12
66.67％

おめでとうございます！

大塚 信郎会員

71回目の誕生日を迎えました。お祝いいただき、
ありがとうございました。
坂 佳三会員

50歳になりました。誕生日は、自分を産んでくれ
た親に感謝を伝える日だと聞き、母親に花束を贈り
ました。これからもよろしくお願いいたします。
藤村 作会員

７月26日に53歳になります。例年ですと「家族
で食事でも」となりますが、今年は須田直前会長か
らＡＧＥＴＡＫＥにご招待いただき、出展いたしま
すのでそこでお祝いいただければばと思います。
埼玉県赤十字血液センター 金井準一様 根岸昌之様
※例会前に、埼玉県赤十字
血液センターの金井様に
「コロナ堝においての献血
活動」についてご案内いた
だきました。
８月６日に移動
採血バスがきて献血が行
われます。お力添えをお願いいたします。

第２837回

2020.7.30
於：上平公園

早朝例会を開催しました

なかなか梅雨が明けず、天候が心配されましたが、曇天の下、朝6:30に上平公園
での早朝例会でラジオ体操を行い、爽やかに汗を流しました。。

第２838回 献血を

2020.8.6 実施しました

於：上尾駅東口

社会奉仕委員会 芳賀克久委員長

炎天下の下での活動でしたが大
勢の方にお越しいただきました。
米山記念奨学生・佟針叶さんにも
献血にご協力いただいて、受付人
数50名、採血人数200㎖ 3名、
400㎖ 34名、合計37名の方が献
血をしてくださいました。会員皆
さま、お疲れ様でした。

須田悦正直前会長を慰労する会が開催されました

2020,8,6 於：恵比寿亭

世話人 樋口雅之直前会長

須田直前会長、斎藤修弘直前幹事、2019-2020年度、たいへんお疲れ様でした！
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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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