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8月 28日 『会員拡大・増強について』
　　　　 大塚会員増強維持委員長
　　　　 （時間変更）
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ロータリーに輝きを

会長あいさつ
　皆さん、こんにちは。本日は午前中より献血活動も合わせて行って
おりますので宜しくお願い致します。７月後半には早朝例会、親睦ゴ
ルフ、移動例会と2週続けて例会場を離れて開催致しました。早朝例会
には多くの皆様に参加頂き、特に北村会員には始発電車に乗って参加
して頂き誠に有難う御座います。親睦ゴルフでは３組の参加を頂き有
難う御座いました。次回は５組の参加を期待しております。そして、
移動例会の屋形船では、夜景も船もとても綺麗で楽しい時間を過ごす
ことが出来ました。会員の皆様そして樋口委員長有難う御座いました。
　さて本年度の青少年交換留学生として島村パスト会長のお嬢様が８
月５日からフロリダに出発しております。無事に帰国されまして活躍
されますことを期待したいと思います。そして8月19日にフロリダより
ウイリアム　パーカー　ハミルトン君が来日致します。皆様宜しくお
願い致します。
　地区では各種セミナーが毎週のように開催されており、各関係者の
皆様にはご苦労様です。8月21日の例会でセミナー報告をして頂きます
ので、宜しくお願い致します。
　さて毎年８月１日に武蔵一宮氷川神社では例大祭が開催されており
ます。歴史は古く、1868年10月明治天皇が氷川神社へ行幸され天皇み
ずから御告文を奏上し、幣帛を奉ったそうであります。その後も明治
天皇は２度行幸されたそうであります。以来、毎年８月１日に勅使を
迎え、宮中からも楽師も派遣され、雅楽の調べに乗って「東遊」が奉
奏されています。私は、何も知らなかったのですが、父が亡くなって
からも招待状を頂くので一度報告を兼ねて参加させて頂き、その後毎
年参加しております。伝統と歴史を体感できる行事ですので、一見の
価値はあると思いますので、機会がありましたらお出かけ頂けたらと
思います。なお、勅命により勅使が例祭に差遣されます勅祭社は、大
宮氷川神社を含めて全国で１６社しかないそうであります。氷川神社
を参拝されます時には思い出して頂ければ幸いで御座います。
　また、8月3日にはフランスから帰国しております妹家族を連れて長
岡の花火大会へ行き、スケールの違いに度肝を抜かれました。観客の
数も半端ではなく私の参加したツアーだけでもバス400台を用意したそ
うです。以上をもちまして会長挨拶と致します。
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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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出席　　会員数　　３5　　　出席数　　23
欠席　　欠席数　　12　　　（％）　  65.71
前々回確定　　　　　　　　　欠席数 　  0
修正（％）　 　   100.00 　　  （Ｍ・Ｕ）      0

出席率

２０１4 .8.7 献血運動於：上尾駅東口、まるひろ周辺

２０１4 .8.7 関口和夫直前会長を慰労する会 於：恵比寿亭

供たちにじゃれているのか追い回しているのか、そのよ
うな騒がしさでした。原因を知らずに私たちが近づいて
いったものですから、そのコリーが私たちに近づいてき
まして、母に飛びかかってきました。突然のことだったの
で母も混乱し、小さな私たちを連れていたのでなすすべ
もありませんでした。私は我知らずとっさにその場を逃
げ出してしまいました。母は大きな犬に襲われたという
恐怖と、年下の妹や弟をその場に置いて逃げ出した私
への怒りから、この実家に滞在中、私に口をきいてくれ
ない状態になりました。よくない行為だったなと子供心
に思い、今でもそれは私の心の中に残っています。その
夏の日のことを軸に、小中学校・高校・大学では私自身
がどのように物事にあたるべきなのか考え、その積み重
ねで大人になった気がしています。なんとなくそれ以来、
計算づくで、面倒だから逃げ出したりといったことは意
識的にしなくなりました。私が私自身に課すルールとし
て、精神的につらいことがあっても、仕事でもプライベー
トでも、そこから逃れることなく対処していこうと思って
います。今まで経験した青年会議所、商工会議所青年

部、ロータリークラブでも、頼まれたことは基本的に引き
受け、やり方は後で考える、一生そのようにしていこうと
今も思っています。結果として自分だけでなく、上尾のた
めに、上尾ロータリークラブに恩返し、あの夏の出来事
への罪滅ぼしになるのかなと思っています。今年もプロ
グラム委員長という重責を担うことになりましたが、臆
せずに逃げずにこの一年もモットーにしていきたいと思
います。とりとめもない話しでしたが私について少しでも
わかっていただけることにつながれば嬉しく思います。
ご清聴いただきありがとうございました。

日本赤十字社
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関口直前会長 一年間お疲れ様でした。
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ご協力いただき
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幹　事　報　告
久保田　勲幹事

米山記念奨学生　朴　秀昡さん

ロータリー米山記念奨学金授与

委　員　長　報　告

青少年奉仕委員会　深澤圭司委員長

　報告の前に、先ほど齋藤
会長からもお話しがありま
したが、２週にわたって移
動例会を行い、皆様のご協
力のおかげで盛大に実施
できましたことを御礼申し
上げます。ありがとうございました。また本日も例会前後
に献血運動があります。ぜひ午後もご協力のほどをお願
い申し上げます。
◆７月・８月は各部門のセミナーがございます。担当者
のご参加のほどをよろしくお願いいたします。
◆地区大会記念ゴルフ大会につきましては、参加者に
後ほどご案内させていただきます。
◆青少年交換委員会では、9月7日、カルタスホールでオ
リエンテーションが行われます。当クラブからは大塚信
郎パストガバナーと、大塚崇行委員長、樋口会員の三人
が出向しておりますのでよろしくお願いいたします。
◆配布物の中に「エコキャップ活動に参加を」という印
刷物が入っております。また後ほど「古切手」についても
ご案内させていただくことになります。ご協力のほどお
願い申し上げます。
◆ロータリー・リーダーシップ研究会、ＲＬＩ Part1につ
いて案内がきています。こちらは私と副幹事が出席で行
ってきます。
◆ロータリー囲碁同好会、囲碁大会の案内がきていま
す。ご興味がある方は事務局までお問い合わせください。
◆ロータリーレートは１０２円になっています。

　7月12日（土）、さいたま
市、プラザイーストで青少
年奉仕部門セミナーに、齋
藤会長と私で参加してきま
した。濱野ガバナーの挨拶
の後、当クラブから担当諮
問委員を務めていただいている大塚信郎パストガバナ
ーから基調講演をいただきました。青少年インターアク
ト委員会からは高校生感動体験プログラムの報告をし
ていただきました。ローターアクト委員会は年度方針発
表ということで、地区リーダー・共栄大学の阿部明日香
さんの気合いの入ったお話をいただきました。RYLA委
員会はセントラル自動車技研の小島紗里友さんが体験
報告を語っていただきました。青少年交換委員会からは
青少年受け入れ体験発表、青少年交換体験発表を聞く
など非常に内容が濃いセミナーでした。
　さていよいよ再来週から、フロリダ州よりウイリアム君
が上尾の地に参りますので１年間、無事に過ごせるよう
にご協力いただきたいと思います。

　先月は岡野パスト会長
からと、本日は久保田幹事
からご寄付をいただきまし
た。ありがとうございました。
　8月3日に米山記念奨学
部門セミナーがあり、追っ

米山記念奨学委員会　島村　健委員長

　皆さんこんにちは。秋頃に大学院の試験があり、この
夏休みがいちばん大事な時期になると思います。一生
懸命に勉強して後悔しないようにしたいと思います。
　それと一年前に東京オリンピックが決まった日を思
い出して、自分も日本語の勉強をもっとしてオリンピック

のときに活躍したいなぁと思いました。2018年冬季五
輪は韓国の平昌で、2020年五輪は東京で、それぞれ活
躍できることを目標に勉学に励みたいと思います。これ
からもよろしくお願いいたします。

親睦活動委員会　樋口雅之委員長
　先日の納涼例会・屋形船
に20名の方にご参加をい
ただきありがとうございま
した。おかげさまで天候に
も恵まれ、バスも船も時間
通りスムーズに運行できま
して、日が暮れ、涼しい水面を夜景を見ながら、皆さん
の日頃の疲れを癒し暑さを吹き飛ばすような、楽しい納
涼例会になりました。取り急ぎ御礼申し上げます。
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例会主題　会員卓話
テ ー マ 「 自 分 史 」
宇 多 村 海 児 会 員

　第1回目の「自分史」を語
る卓話を始めたいと思いま
す。少しでも「自分史」を語
っていただく参考になれば
と思います。
　まずは私の簡単な略歴
書を配らせていただきました。生まれは現在のさいたま
市、当時の与野市です。2歳のときに上尾に引っ越してき
て、以来、ずっと上尾に在住しています。2歳のとき、父が
シラコバト団地に居を構え22歳まで住んでいました。
23歳のときに結婚して、いま実家の近くに住まいがあり
ます。妻は高校の同級生で、長女はいま高校２年生、長
男が小学6年と４人家族でございます。職業は保険代理
業、金融商品の仲介を主な業務としています。
　趣味に時間を割くことは難しいのですが、時間があれ

てセミナー報告をさせていただきますが、今年の寄付額
は１人あたり25,000円です。金額はもちろんですが多く
の会員の方に納入いただければと思います。上尾ＲＣの
場合は、一口５万円～10万円単位で、限られた方から
寄付をいただいていますが、より多くの方から寄付をし
ていただきたいと濱野ガバナーも仰っていましたので、
ご検討いただけたらと思います。
　あと部門が違いますが2点報告があります。本日、「関
口直前会長を慰労する会」を18:30から恵比寿亭で行
いますのでどうぞよろしくお願いいたします。
　それと私の娘が青少年交換留学ということで、8月5
日に出発し17時間かけてフロリダに無事に到着しまし
た。１年間しっかり勉強してくると思います。また逆に19
日にはフロリダからウイリアム　パーカー　ハミルトン
君が来るということで出迎えをしてきます。どうぞよろし
くお願いいたします。

プログラム委員会　宇多村海児委員長
　先ほどの会長挨拶にもありましたように、いよいよ本
日から「自分史を語る卓話」を始めさせていただきます。
それに先立ち、先般、自分史の卓話について語っていた
だく案内を皆様にお渡ししました。何通かご返信をいた
だいており、８月いっぱいの受付で今後の卓話スケジュ
ールをプログラム委員会で決めたいと思っています。ご
返信の際にはスケジュールのご希望も仰っていただけ
ればと思いますのでよろしくお願いいたします。

ば映画を鑑賞することと、模型の製作が趣味です。きっ
かけは、当クラブの深澤会員のおかげです。小・中学校
を通じて深澤会員とは同級生で、小学校１年のおわりご
ろ、深澤会員の家に遊びに行ったときに、非常に精密な
戦車を作っている姿を見て、たちまちその魅力の虜にな
ってプラモデルを見よう見真似で作りはじめました。そ
れが自分の性格にあっていたのだと思いますが、作り続
けてもう40年近くになりますが、今も模型製作を趣味に
しています。家の押入れの中にはプラモデル屋さんが開
けるくらいの在庫があり、一生をかけても作りきれるの
かなと思うほどです。
　趣味はそれくらいで、あとは時間があれば本を読むな
どです。山本周五郎を愛読をしています。高校の頃は三
島由紀夫にかぶれたりということもあったのですが、父
が好きだった山本周五郎の世界を私も好きになりまし
た。特に『樅の木は残った』がいちばん好きですね。長編
小説ですが何年かに一度は読み返しています。ほかにも
吉村明など歴史小説が好きです。
　「宇多村」という姓が珍しいと思う方もいらっしゃるか
と思います。父の出身が山口県の瀬戸内海側に面した
防府市で、山陽本線「防府駅」の手前にある「富海（との
み）」という小さな駅のある街になります。富海駅を降り
ると、いたるところ宇多村だらけです。父は大学入学のと
きに上京し、以来ずっと関東にいる次第です。富海は、司
馬遼太郎が書いた『花神（かしん）』という大村益次郎の
生涯を書いた小説の中で、長州藩の志士が船をだす場
面ででてきます。かつて長州藩だったことが色濃くでて
いる地域の出身であります。
　私は45年間、上尾に住んでいますが、上尾を意識し
て仕事をしだしたのはここ10年くらいです。保険の仕事
を始めたのは平成2年で、都内の西武系の生命保険会
社、ヤマト運輸系の会社を経て独立しました。ご縁があ
りまして皆様のクラブに入会し、今こうして卓話をしてい
るのが不思議な感じがします。気負わず、これからの人
生も、私を育ててくれた上尾にむかって何かができるよ
うにしたいなぁと思っています。
　モットーとまでは大袈裟に言えませんが、降りかかっ
てくるもの、向かってくるものに対して、できるだけ逃げ
ずに対処していこうというのが私の生きるひとつの背骨
になっています。人に話したことはなく、今日初めてお話
しするのですが、私の母方の祖母が住んでいた茨城県
久慈郡大子町で、私が小学２年生の夏休みのときに家
族で散歩をしていました。お寺と併設している小学校付
近で、境内が騒がしかったので行ってみると、子供が逃
げ回っていました。原因は大きな犬のコリーでした。子


