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5月   8日 卓話 陸上自衛隊
　　　　 大宮駐屯地
　　　　 司令 今浦陸将補 様
5月 14日 卓話 ポール・コールマン様
　　　　 「木を植える人」
5月 22日 クラブフォーラム④
　　　　 「次年度計画について」　

ビジターゲスト
　米山記念奨学生
　　　　　　朴　秀昡さん
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　皆さん、こんばんは。会長挨拶をさせて頂きます。
　本日は、米山奨学生朴秀昡（パクスヒョン）さんようこそ。会員の
皆様、よろしくお願いします。今週は4月18日に次年度の地区研修協議
会に参加しました。もう、次年度のスケジュールが始まりました。一
年前を、思い出しました。4月20日には、鴻巣ロータリークラブの竹田
恒泰先生の文化講演会に大塚パストガバナー、齋藤幹事、古賀会員で
出席しました。4月22日は、上尾ロータリークラブの親睦ゴルフに6名
の会員の皆様と参加しました。久しぶりの、ゴルフなんとかプレイで
きました。同じ日に、地区の女性会員・新会員の集いに長沼会員と参
加しました。恵比寿ロータリークラブのパスト会長の松島トモ子さん
の講演でした。今週は、ロータリーの行事は、多い週でした。　
　さて、竹田先生の講演の中で「古事記」についての話がありました。
「古事記」につて、調べてみました。ウィキペディアによりますと
「古事記」とは、712年に太朝臣安萬侶（おほのあそみやすまろ）が編
纂し、元明天皇に献上された歴史書だそうです。ほぼ同じ時代720年に
編纂された「日本書記」と比較されます。その序によれば「古事記」
は、天武天皇の命で稗田阿礼が伝えた「帝皇日継」（天皇の系譜）と
「先代旧辞」（古い伝承）を書き写したものとのことです。「古事記」
は帝紀的部分と旧辞的部分からなります。帝紀は、初代天皇から第33
代天皇までの名、皇后、皇子、皇女、その子孫の氏族などや、皇居の
名、治世年数、亡くなった年、寿命、陵墓の所在地、治世の主な出来
事などが記されています。旧辞は、宮廷内の物語、皇室や国家の起源
に関する話をまとめたものです。「古事記」は物語中心ですが、多く
の歌謡が挿入されています。先日の歌舞伎鑑賞の演目となったヤマタ
ノオロチの伝説で有名な歌として、須佐之男命が櫛名田比売と結婚し
た時に歌い、和歌の始まりとされる「八雲たつ　出雲八重垣　妻籠み
に　八重垣作る　その八重垣を」があります。倭建命が東征の帰途で
故郷を思って歌った「倭は国のまほろば　たたなづく青垣　山隠れる
　倭し　うるわし」などがあります。歴代の天皇には、初代神武天皇
から第33代は推古天皇となります。推古天皇は、初の女帝であり、
593年～628年と在位の年月が正確になりました。この天皇から、歴史
に残るようになります。竹田先生の講演の中でも、私たちは戦後教育
の中で推古天皇以前の歴史を余り学んできていないことがわかります。
これを機会に、日本の歴史についての学んでみてはいかがでしょうか。
以上をもちまして、会長挨拶とさせて頂きます。
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出席　　会員数　　３6　　　出席数　　20
欠席　　欠席数　　16　　　（％）　  55.56
前々回確定　　　　　　　　　欠席数 　14
修正（％）　 　   91.67　　　  （Ｍ・Ｕ）    11

出席率

例会主題　クラブフォーラム

　3月6日・7日に行われ
た会長エレクト研修セミ
ナー＝PETSの報告をさ
せていただきます。
2014-15年度は台湾台北
RCのゲイリーC.K.ホァ
ン会長ということで、テーマはLIGHT UP ROTARY
『ロータリーに輝きを」という形で指針をだされて
います。当地区のガバナーとして濱野英美様が大宮
西ＲＣからの輩出となっています。地区の活動方針
は「ロータリーは人づくり　そして奉仕」、運営方
針は「ロータリーの原点に戻ろう」と掲げられてい
ます。2日間にわたるセミナーで、私も昨年RLIの
研修をPart1、２、３、そして卒業コースというこ
とですべて出席しまして、内容的にいろいろご指導
いただいて中身も大切なのですが、本当にこの研修
を受けて、地区の役員の方々がセミナーを行うため
に、受講する会員に対してどれだけ時間を費やして
設営と勉強をなさっているのかなぁと、それだけそ
の姿勢・体制に感銘を受けまして、しっかりやらな
ければいけないなと実感しました。
　中身的には、会員皆様のお力を借りるためにはど
のようにしなければならないか、5月後半からしっ
かりと方針を表明したいなと考えています。セミナ
ーの中では部門ごとに大事なことを聞きました。
　また先ほどの幹事報告の中にあったように第２回
ロータリー情報委員会が、関口会長のもと、尾花研
修リーダーと大塚崇行委員長が企画していますが、
PETSの研修を受けて、今の上尾RCの中では、自分
自身も含めて委員会活動が行われていなかったなぁ
とすごく反省をしていまして、クラブの活性化を求
めているのならば、委員会の運営・活性化をしなけ
れば上尾ＲＣが一年間、気持ちがひとつにならない
のかなぁと考えました。次回のロータリー情報委員
会では急遽、次年度の委員長たちにもご案内させて
いただきまして、一緒に勉強させていただくような
機会となったらいいなぁと、先ほど尾花研修リーダ
ーにお願いしたところでした。

齋藤博重副会長　PETS研修の報告

　委員長がなかなか出席
できずに申し訳なく思っ
ております。反省を含め
てお詫びを申し上げます。
 

出席委員会　渡邉　清委員長

　私も次年度幹事という
ことでいろいろと動かな
いといけないのかなと思
っています。皆様のお力
をかりながら進んでいき
たいと思います。

クラブ奉仕委員会　久保田勲委員長

スマイルスマイル ３２,０００円

　今年度、記憶に残って
いるのは、上尾メディッ
クスさんの試合観戦・応
援です。昇格できたのも
我々みんなで応援に行っ
たおかげかなと思ってお
ります。残り2ヶ月、出席率が向上につながるよう
なプログラムを考えていきたいと思います

プログラム委員会　樋口雅之委員長

　上尾高校の生徒が春休
みを利用して無事に韓国
に行ってきました。例会
で報告できたらいいなと
考えています。

新世代インターアクト委員会　須田悦正委員長
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幹　事　報　告

◆米山記念奨学生の朴秀
昡さん、ようこそいらっ
しゃいました。早く当ク
ラブに慣れていただくこ
とを望みます。よろしく
お願いいたします。
◆会長挨拶の中にもありましたように4月22日に行
われた第１回上尾ＲＣゴルフコンペにご参加いただ
いた６名の皆様、たいへんお疲れ様でした。好天に
恵まれて、楽しい一日を過ごさせていただきました。
◆4月18日の地区研修協議会にご参加された方、い
ろいろと研修を受けられたということで、お疲れ様
でした。次年度に向けていろいろと頑張っていただ
ければと思います。よろしくお願いいたします。
◆お手元の資料の中に、「第２回ロータリー情報委
員会の開催のお知らせ」がございます。日時は6月
12日（木）午後6時30分から、場所は尾花パスト会
長のご自宅で開催されるということであります。出
欠を6月6日までに回答のほどお願い申し上げます。
◆上尾  RCのオープン例会、ポール・コールマン氏
の記念講演が5月14日（水）、点鐘18:30、会場は
東武バンケット「フローラ」で開催させていただき
ます。外部講師ですので夜間例会・オープン例会と
させていただきましたが、一般の方も対象のオープ
ンではなく、ロータリアンをお招きするという形で
行わせていただきます。通常の夜間例会ですと食事
をしながら卓話をきく形ですが、外部講師ですので、
卓話が終了してから懇親会を兼ねて食事をいただき
ますので、ご協力をお願いいたします。会場が広い
ので、多くの会員のご参加をお願いいたします。
◆お手元に「四つのテスト」のポケットティッシュ
が入っていると思います。今年度作成したもので、
有効にお使いいただければと思います。
◆５月25日（日）、米山学友会主催の研修旅行とい
うことで、米山梅吉記念館および周辺地域に日帰り
旅行がございます。こちらは米山記念奨学生の朴秀
昡さんとカウンセラーの大塚信郎パストガバナー、
そして私の３人で参加させていただく予定です。

齋藤　哲雄幹事

米山記念奨学生  朴 秀昡（パクスヒョン）さん　

委員長報告
ホビー委員会　深澤圭司委員長

米山記念奨学生紹介

　4月22日に第１回上尾ＲＣゴルフコンペを開催し
たのですが、あいにく私は前日から体調を崩してし
まい皆様にご迷惑をおかけしましたことをお詫び申
し上げます。時間の都合から優勝者のみを発表した
いと思います。優勝されましたのは齋藤博重副会長
です。おめでとうございます。

　皆さんはじめまして。韓国より参りました朴秀昡と申
します。現在、聖学院大学で日本文化を勉強しています。
実際に皆さんのような方 と々出会う機会はなかなかなく
て、本当の意味での日本文化は未だに知らないと感じ
ています。ですのでこれから１年間、いろいろと教えてく
ださい。私は大学生としてはそんなに若くはありません。
一度、家庭の事情で韓国の大学をやめなければならな
い時期がありました。このようにもう一度勉強できるよう

カウンセラー　大塚信郎パストガバナー
　平成26年度の米山記念
奨学生朴秀昡（パクスヒョ
ン）さんです。聖学院大学
4年生、日本文化を専攻し
ています。歌舞伎にたいへ
ん興味をお持ちだというこ
とで、当クラブの歌舞伎例会のときはまだ参加できな
かったのでちょっと残念に思います。出身が当地区と
姉妹地区の第３７５０地区ある京畿道（キョンキド）
の水原（スウォン）市です。

優勝 齋藤博重

OUT IN GROSS HDCP NET

37 44 81 10.8 70.2
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結婚・誕生祝い

　毎年巡りくる記念日ですが、一時は５人の家族で
過ごした我が家ですが、今は妻と２人で平々凡々と
しています。子供たちがいた部屋は学生だった頃の
まま残っていてお正月など時折賑やかですが、それ
を過ぎるとまた静かな時間になってしまいます。今
年70歳になり、これからも力の限り建築関係の仕事
をしながらがんばっていきたいと思いますので今後
ともよろしくお願いいたします。

齋藤　重美会員

　今日は結婚祝いと誕生祝いをありがとうございま
す。平成元年4月8日に結婚、今年で26年になりま
す。子供は大学3年、大学1年、高校1年になりまし
た。齋藤重美会員のお話のように、あと何年かで夫
婦２人きりにになるのかなぁとしみじみと思いました。
　誕生祝いでは昭和34年4月15日に生まれ、会員名
簿を見ると、年齢順では36人中、上から20番目、
入会順で19番目ということで、ちょうど真ん中あた
りのようです。今年55歳になりまして、四捨五入す
ると60歳、普段からがんば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。

島村　健会員

　31回目の結婚記念日を4月17日に迎えることがで
きました。見えないものというものもありまして、
だんだんと阿吽の呼吸ができるようになってきたの
かなとは、自分は感じております。４人の子供がい
て、長男30歳、次男28歳、三男27歳、末の娘は25
歳ですが、誰一人として所帯をもっていないのが現
状でして、そろそろ誰か所帯をもたないと私もちょ
っと困るのですが、女房からするとわが子は非常に
かわいいので、よく世話をやいているようです。ロ
ータリーの諸先輩方を拝見させていただくと、非常
に夫婦仲がいいので、見習いながら、これからもロ
ータリーライフを続けていけたらいいかなと思って
います。本日はありがとうございました

齋藤　哲雄会員

結婚祝い

　48歳になって、ようやく私も4月8日に入籍する
ことができました。あらぬ噂をたてますと夫婦喧嘩
が始まってしまいますので、皆様、今後ともやさし
く見守っていただければと思っております。

深澤　圭司会員

になったことに感謝申し上げます。４年生なので最後の
１年間になっています。奨学金をいただくことになりまし
たので、精一杯がんばって勉強していきたいと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。

結婚祝い
　齋藤重美会員、村岡会員、神田会員、大塚崇行会員、
　島村会員、齋藤哲雄会員、宇多村会員

誕生祝い
　吉川会員、
　島村会員


