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●本日のゲスト● ・第5グループガバナー補佐 那須敬明 様(上尾北RC)
・第5グループガバナー補佐幹事 榎本学 様(上尾北RC)

幹事報告 （原雅之 副幹事）

会長挨拶 (田邉利幸 会長)

新旧会長 バッジ交換

国際ロータリー会長 ジェニファー E. ジョーンズ（Windsor-Roselandロータリークラブ）
国際ロータリー第2770地区ガバナー 細渕 雅邦（浦和ロータリークラブ）
第5グループ ガバナー補佐 那須 敬明（上尾北ロータリークラブ）
第5グループ ガバナー補佐幹事 榎本 学（上尾北ロータリークラブ）

2022～2023
RIテーマ

表彰

一週間遅れでありますが、先程会長バッチをつけさせていただき、いよいよ始まったと実感してお
ります。今年度は50周年という記念事業もございますので、会員の皆様のご迷惑にならないよう会
長職を努めてまいります。今年度の方針や活動内容ですが、地区補助金事業については、大谷
中学校を中心に交通安全教室「スケアードストレート」を開催します。「スケアードストレート」とは、
スタントマンを使い実際にクルマ、バイク等で交通事故を模擬的に再現し、子供たちに恐怖を直視
してもらい、交通安全に対する意識を高めてもらうというものです。現在、社会奉仕委員長中山会
員に時期等を調整してもらっております。また、今年度は第5グループ全体でポリオ募金を行いま
す。那須ガバナー補佐を中心に行う事業で、10月23日(日)上尾駅にて募金活動を行います。

奨学金授与 2022学年度
米山奨学生 趙文傑(チョウブンジャ) さん

米山功労者 メジャードナー
小山清 会員

ロータリー財団
河原畑光一 会員

そして、親睦旅行を10月頃にと企画を進めておりますが、その他のイベント等もありますので調整しながら決定いたしま
す。近年、参加者が減ってしまっているので、是非多くの皆さんにご参加いただきたいです。その他の通年事業である、
家族忘年会や少年野球等も例年通行っていく予定です。クラブの方針に関して、今年度は各委員長を中心にクラブ運
営が進めていきたいと考えております。各委員会にて動いてもらい会長、幹事にて情報を吸い上げ手助けしていきます。
予算におきましても決議をとらせてもらいますが、少しではありますが、委員会予算を増やしておりますので、委員長の
皆様には委員会を開いてもらえればと思います。性格的に、何かを大きく変えようという気はございませんので、例年通
り、たんたんと波風を立てず一年間取り組んでまいります。周年事業では、実行委員会の皆様の足をひっぱらぬよう尽
力しますので、宜しくお願い申し上げます。まだまだ、若輩者でございますので、会員の皆様のご協力、ご指導ご鞭撻を
心よりお願い申し上げ、私の一回目の会長挨拶とさせていただきます。一年間宜しくお願いいたします。

新しい年度になり、新会長・新幹
事、よろしくお願いいたします。私
も新しく一歩を踏み出しました。東
北大学の公認会計士コースに願
書を出し、通常であれば8月末に
試験がありますが、コロナの影響
で延期になるかもしれないとの事
です。試験に向けて頑張ります。

本日、紅谷幹事はZoom参加ということで、副幹事の
私、原からご報告させていただきます。

①7月ロータリーレートは1ドル136円。 ②新年度前
期会費の納入を15日までにお願いいたします。 ③7
月16日(土)にDEIセミナーが川口のフレンディアで行
われます。出席対象者の方々は受講をお願いします。

④本日、例会後に理事役員会を行います。 ⑤7月27日(水)にガバナー
公式訪問、20日(水)には準備がございますので会員皆様のご参加をお
願いします。 ⑥メークアップカードがお手元にありましたら、速やかに
事務局にご提出ください。

フェローシップ委員(7月度)
福﨑菊夫 石川重明
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出席報告

例会 会員数
対象

会員数
出席数

免除者
出席数

出席率

2547回 41人 29人 26人 6/12人 74.29%

Smile Box

那須敬明様 1年間よろしくお願いします。
榎本学様 一年間よろしくお願いいたします。

田邉利幸君 那須ガバナー補佐・榎本ガバナー補佐幹事、
本日はありがとうございます。一年間、一生懸命頑張りま
すのでよろしくお願いします。
川田淳也君 ガバナー補佐、那須敬明様・ガバナー補佐
幹事、榎本学様、本日はようこそいらっしゃいました。1年
間宜しくお願い致します。
永嶋輝一郎君 輝かしい50周年度の幕明けとなりました。
田邉会長年度の活躍を期待します。那須G補佐・同榎本ご
両名、一年間のよろしくのご指導をお願いします。
齋藤一夫君 前年度福﨑会長・川田幹事、1年間ごくろう
様でした。本年度は50周年記念年度です。田邉会長・紅谷
幹事すばらしい年度の船出を祝して。那須ガバナー補佐・
榎本補佐幹事本日はごくろう様です。

日吉千穂重君 那須ガバナー補佐・榎本ガバナー補佐幹

事、ようこそ。田邉会長・紅谷幹事、1年間頑張って下さい。

五十周年を成功させましょう。

大貫等君 田邉会長年度を祝して。那須G補佐・榎本G補

佐幹事、一年間ご指導宜しくお願い致します。

北西功君 新年度の船出を祝して。田邉会長・紅谷幹事、

一年間よろしくお願いします。

片桐勇君 田邉丸の出航を祝して。一年間よろしくお願い

します。

齊藤一雄君 安倍元総理の冥福をお祈りいたします。又、

入院中はご心配いただき、ありがとうございました。無事に

終わりました。中村先生には色々お世話になりました。有

難うございました。22-23年度、田邉会長・紅谷幹事、就任

おめでとうございます。那須ガバナー補佐・榎本補佐幹事

、ごくろう様です。1年間よろしく御願い致します。

水野正男君 田邉年度おめでとうございます。一年間宜し

くお願いします。

河原畑光一君 那須ガバナー補佐・榎本ガバナー補佐幹

事、一年間宜しくお願いします。

福﨑菊夫君 田邉丸のいよいよ出航です。那須ガバナー

補佐・榎本ガバナー補佐幹事ようこそ。1年間御指導の程

、お願い申し上げます。

郡司貴江君 新年度スタートです。また1年間どうぞよろし

くお願いします。

原雅之君・小山清君・新井登志彰君・中山邦君・矢澤勇君

・小岩井忠君・齋藤幸一君・ 尚之君・山﨑康裕君

（￥32,000 累計￥32,000）

まずは本日が新年度の第一例会ということ
で、おめでとうございます。先ほど、永嶋会
員のお顔を見て思い出したのですが「あか
ぼっけ」という、やきとり屋で毎晩のように上
尾北RCのメンバーが飲んでいたのですが、

第5グループガバナー補佐 那須敬明 様

●本日の献立●

カツカレー サラダ
和風じゃがいもスープ

ご挨拶

例会日 ： 毎週水曜日 12：30～13：30
例会場 ： 上尾東武ホテル コミュニティホール
事務局 ： 上尾市谷津2丁目1番34号 日和ビル4Ｆ
TEL ： 048(772)4104 FAX ： 048(772)3344
上尾西RCメールアドレス ： awestrc@ceres.ocn.ne.jp
ホームページ ： http://www.rotary-ageowest.jp

第1回クラブ総会

昨日12日(火)16時から日吉会員
と2人で監査を行いました。会計
の 会員の分かりやすい説明
や帳簿類がしっかりついていて
感心しました。その結果、いずれ
も正確であることを証明します。

会計監査 齋藤一夫 会員

直前会長 福﨑菊夫 会員

たまに永嶋会員と飯田茂さんが寄ってくださり、2人と目が合う
と必ず呼ばれて日本酒を飲まされ「那須さん(父の事)は
ね・・・」と、毎回会う度に同じ話をされるので黙って聞いていた
記憶があります。(笑)今年度は全国的にグループ内で合同の
奉仕活動をして欲しいと要望があるので、会長からお話が
あったようにポリオデーにみんなで共同募金を行う予定なの
で、その際はご協力のほど、よろしくお願いいたします。クラブ
ビジョンですが、河原畑年度から始めた事柄が、本日も唱和さ
れていたので3年経ってもしっかり続けているのだなと感心し
ました。IMについては2023年2月17日(金)上尾市文化センター
で行います。ここ3年間懇親会ができていなかったので盛大に
やりたいのですがまだ先が見えない状態です。IMゴルフは4月
21日(金)大宮ゴルフコースになりました。私はゴルフをやらな
いので、ワカサギ釣りを提案したら即決で却下されました。笑

第5グループガバナー補佐幹事 榎本学 様

あまりにも那須ガバナー補佐が長く話すので
私からは簡単にお話します。ポリオデーの件
で追加事項ですが、何年か前に作ったTシャ
ツをお持ちの方は着用してご参加ください。今
年度は上尾北RCは創立35周年になります。
今年度は色々とやる事が多くて、本来は竹中一夫会員が補
佐幹事を務める予定でしたが、去年の12月に急きょお亡くなり
になったので私が代わりにお受けすることになりました。彼の
足元にも及びませんが自分なりに頑張っていきますので、那
須ガバナー補佐と共に1年間よろしくお願いいたします。

「前年度決算報告」

「今年度予算案承認」

田邉利幸 会長

委員会報告

先週、ロータリーの森の整備を行い、
平家蛍を200匹放出して飛ばしまし
た。継続事業ということで、理事役
員会で承認されて今年で2年目とな
ります。蛍の生態系を維持するため
の活動を今後もしていくので、スポ
少を交えながら社会奉仕・地域貢献
としてホタル再生プロジェクトを引き
続きやっていきたいと思います。

「ロータリーの森」 河原畑光一 委員長


