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ロータリーに輝きを

会長あいさつ
　明けましておめでとうございます。心健やかに新年を迎えられたこ
とと存じます。本年も宜しくお願い申し上げます。
　１月は、１２月のクリスマスムードから一変して日本が最も日本ら
しさを醸し出す月と言えるかも知れません。旧暦では、睦月と言い、
由来は、親族一同集まって宴をする「睦び月」の意が有力説だそうで
あります。最近では、海外旅行へ出かける方も多いようでありますが、
私の家では毎年、一日の午前中に実家に集まり宴をして、午後には本
家に挨拶に行くということが習慣になっております。皆様は、どのよ
うにお過ごしでしょうか。
　冒頭、「明けましておめでとうございます」と挨拶を致しましたが、
違和感を感じられた方はいらっしゃいますか。実は、多くの方が「新
年明けましておめでとうございます」と挨拶をされますが、間違いだ
そうであります。「新年」と「明けまして」の意味が重複するという

齋藤　博重会長

新春賀詞交歓会

上尾商工会議所が主催する新春賀詞交歓会が1月7日（水）、東武バン
ケットホール（フローラ）で盛大に行われました。新年のあいさつと
2015年への豊富が大いに語られました。

写真撮影は宇多村海児プログラム委員長

ご参加いただいた皆様、ありがとうございました！

Ａｇ
ｅｏ Ｒ

ｏｔａｒｙ Ｃｌｕｂ  Ａｇｅｏ Ｒｏｔａｒｙ Ｃ
ｌｕｂ

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　　３7　　　出席数　　27
欠席　　欠席数　　10　　　（％）　  72.97
前々回確定　　　　　　　　　欠席数 　  2
修正（％）　 　    94.59 　　   （Ｍ・Ｕ）      9

出席率

　幼稚園はあゆみ幼稚園で過ごしました。小学校は上
尾市上平小学校で、１年生のとき９クラスあり１学年に
３６０人いた記憶があります。６年生では中学受験の勉
強をしていました。６年間無遅刻無欠席で学校がすごく
好きでした。中学は東京の成城中学校に行きました。３
年間やはり無遅刻無欠席でした。中高一貫の学校で、
進級面談では高校進学があやぶまれましたが、条件付
きで高校にあげさせていただきました。高校では陸上部
に入り闘志がわき、100mを毎日走っていました。最終
的には国体予選まで進み、都内で９位でした。ここがタ
ーニングポイントだったなぁと思っています。
　大学は日本体育大学に入り、大学３年のとき東日本
１周で、高速道路を使わず２カ月かけて東日本から北
海道まで旅行に行っていました。またヨーロッパ旅行に
は学校の特待生枠で行ってきました。ひとり暮らしをし
た時に、親のありがたみがわかりました。特待生で入っ
たので４年間で16万円の学費しか払わなかったのが
自慢のひとつです。
　就職では埼玉栄北高等学校で教員になりました。１
年目で陸上部を創部し顧問となり、３年目で全国大会
３位、４年目・５年目で全国優勝しました。５年目の全国
大会全種目で優勝し、そのうちの２～３種目では１・２・
３位を栄北高校が独占しました。これも自慢です。
　その後、退職し「孤独は男を強くする！」と思い、退職
金をすべて使って行きのチケットだけでアメリカに行き
ました。最初ニューヨークの友人宅で１週間過ごし、そ
の後ビジネスホテルに泊まりました。そのとき、ワールド
トレードセンタービルに上り、帰ってきた１カ月後くらい
に911アメリカ同時多発テロ事件が起こりました。その
後ワシントンＤＣに行き、サミット開催時に封鎖されて
いる道路を歩いていたらホワイトハウスまで着いてしま
い銃を向けられたことがあります。サンフランシスコで
平穏な日々を過ごし、ロスアンゼルスでは少年たちと野
球をしました。放浪の旅は、言葉も通じず、帰りのチケッ
トもとれず、誰も知りあいがいないところでしばらく過ご
したのはすごく勉強になったなぁと思います。
　２回目の就職でコンビニのＰＥＴウォーマーを作って
いる日本ヒーター販売という会社に入りました。３年目
に予算が与えられ１０倍売上げ、４年目は予算の１７倍
を売上げました。この頃、ペットボトルで温かいお茶が
なかったので、デスクの隣で実験を行い検査期間提出
の後、会社も乗り気になって、伊藤園さんが試して大ヒ
ットとなり、その後コカコーラでも発売するようになりま

した。この仕事に携われたのが嬉しかったです。
　その頃、もう一度受験勉強を始めました。そして社会
人入試ではなく一般入試で青山学院大学に入学しまし
た。この時30歳です。この時期もターニングポイントか
なぁと思います。青山学院大学といえば今年の箱根駅
伝で優勝をしています。２年前には日本体育大学がや
はり駅伝で優勝していますので、自分が卒業した大学２
校が優勝して良かったなぁと感じています。
　現在はさまざまな人に助けられて須田商店に勤務し
ています。今までの経験が生き、お米や酒などを販売し
ています。
　ここまでが私の履歴で、これからは「努力は人を裏切
らない」ということで他人がやらないことを一生懸命や
ろうと考えています。またロータリークラブの中では四
つのテストの中の「人のためになるかどうか」という言葉
がいちばん好きで、判断に迷ったとき、より大きな集団
の「ため」を優先する、自分よりも友人たち、友人たちよ
りも地域全体、地域よりも社会全体ということをしてい
けば判断を間違えることはないのかなと思っています。
私が歩いてきた道はまっすぐではなく遠回りだったので
すが、遠回りにはそれなりの景色があって、誰も見たこ
とのない景色や、誰もやったことがない、といったことを
やり遂げることに私は価値を感じ、どんどん遠回りをし
ていきたいなぁと思います。
　いろいろな人のおかげで、今までの人生は「素晴らし
い」の連続でした。これからも遠回りのもっと素晴らしい
人生を歩んでいけたらと思います。これからも私の「素
晴らしい人生」と共によろしくお願いいたします。

須田会員、卓話ありがとうございました！

AGEO ROTARY CLUB

幹　事　報　告
久保田　勲幹事

委　員　長　報　告

　あけましておめでとうご
ざいます。今年も齋藤博重
会長任期が半年あり、しっ
かりサポートしていきたい
と思いますのでさらなるご
協力をお願いいたします。
幹事報告をいたします。
◆国際ロータリー第２７７０地区2016～2017年度ロ
ータリー財団奨学生学生募集要項のお知らせを配って
います。募集期間が2015年1月12日から2月20日です
ので周知をしていただいて、奨学生希望者がいましたら
幹事までご連絡いただきたくお願い申し上げます。
◆ＲＹＬＡ研修セミナー再募集のお知らせです。4月４
日～６日の２泊３日、岩手県宮古市で行う研修セミナー
です。こちらも参加希望者は幹事宛にご連絡いただきた
くお願い申し上げます。
◆「アイバンク角膜移植のお願い」をこれから回覧させ
ていただきます。昨年、尾花社会奉仕部門委員長からお
話しがありましたが、親族優先角膜の提供が可能となっ
ていますので、ぜひ一人でも多くの方の登録をよろしく
お願いいたします。

　１月１０日、日韓青少年
交流訪日団インターアクト
生歓迎会のご案内をＦＡＸ
しましたが、その後、地区か
ら時間変更の連絡があり
歓迎会は19時スタートに
なります。
　また皆様のおかげをもちまして、パーカー君の次のホ
ームステイ先が決まりました。また韓国から来る学生さ
んイソンイル君、パクソンス君の高校２年の２人もホー
ムステイ先が決まりました。皆さまのご協力により青少
年奉仕事業がなんとかこなせていると思います。

見方、また「明けるのは、新年ではない」という見
方があるそうです。明けるに関しましては、「梅雨
明け」「連休明け」「夜勤明け」というように新年
ではなく、旧年が明けるということだそうです。本
来間違った使い方でもそれが圧倒的多数の場合は、
本来間違った使い方が市民権を得て定着していまい
ます。日本語は難しいですね。もっと上尾市の教育
委員長の細野さんから色々と勉強させて頂きたいと
思っております。
　また、年賀状のタブーですが、賀詞は、大きく分
けて２つ。漢字のみで構成された賀詞、賀詞の中に
も１文字、２文字、４文字とあります。そして、文
章の賀詞です。１文字の賀詞では、「寿」「福」
「賀」などがあり、２文字には、「賀正」「新春」
「迎春」などがあり、４文字になりますと「謹賀新
年」「新春来福」などがあります。ここで注意をし
なければならないことが、１文字、２文字の賀詞は、
４文字の賀詞を略したものになり、上司や先輩など
目上の人に使ってはいけないそうで、１文字、２文
字の賀詞のみでは、敬意を含まないという理由であ
るようです。例を言いますと「寿」は「めでたい」
という意味で、上司からすると「何が」となり、
「新春」は「新しい春です」という意味で、上司か
らすると「だから」となります。また、文章の賀詞
ですが、冒頭に使いました「明けましておめでとう
ございます」や「新春おめでとうございます」など
であります。
　ここで年賀状の注意ですが、賀詞の重複です。
「賀正」などが予め印刷されている年賀状に「明け
ましておめでとうございます」と書いては、重複と
なりタブーとなります。さらに、年賀状には、句読
点をつけないというのが、正式で改まった形とされ
ています。その昔、日本語には、句読点が存在せず、
教育の普及に伴い、誰でも文字を読めるように区切
り、切れ目（句読点）がつけられるようになったそ
うであります。年賀状に限らず、慶事の挨拶文や表
彰状などにおいては「喜ばしいことは区切りなく続
いた方が良い」という意味合いから句読点を用いな
い方が好ましいとされるようになったそうでありま
す。とは言え、年賀状のタブーは、相手からその間
違いを指摘されることは、まずありません。だから
本人は、何年、何十年も気づかないままだったりし
ます。改めて帰られてからもう一度年賀状を見てみ
ては如何でしょうか。
　また、１０日から韓国から青少年訪日団が到着し

青少年奉仕委員会　深澤圭司委員長

ます。ステイ先のご家族にもお世話になりますが、
宜しくお願い致します。
　本年が皆様にとりまして良い年に成りますことを
ご祈念申し上げまして、本日の会長挨拶と致します。
本日も宜しくお願い致します。有難う御座いました。

AGEO ROTARY CLUB

ビジターゲストあいさつ

　去年クリスマス例会に参
加することができて、年末
が、いつもより温かい気持
ちで過ごせて良かったです。
その日、皆様の奥様を見て、
とてもきれいで、ロータリア
ンの方と結婚する条件かなぁと思いました。プレゼント
もたくさんいただき幸せな日でした。
　31日はスカイツリーに行ってきました。スカイツリー
を見ること、ソラマチでたくさんの観光客の中で自分も
一緒に観光しました。
　今年に入ってまだ新しい計画はありません。去年の計
画で達成できなかたことを今年もう一度一生懸命して
いくことが計画です。１月はいつもより忙しくなります。
10日・11日は韓国交換留学生訪日団の通訳をすること
になりました。それと期末テストが近づいていて、学校で
の最後のテストでもあるので頑張っていきたいと思いま
す。今年もよろしくお願いいたします。

米山記念奨学生　　朴　秀昡さん

例会主題～会員卓話　

須田　悦正会員

青少年交換留学生　12月報告
パーカー君　カウンセラー　大木保司会員

　島村家からの報告。毎日
自転車で通学しています。
12月2日～5日まで上尾高
校の期末試験を受け、日本
史と世界史はパーカー君
オリジナルの試験問題だっ
たそうです。家庭生活では毎日食事の用意・片づけを手
伝ってくれます。クリスマスは以前ホストファミリーをし
たベッキーさんも島村宅に遊びに来てみんなで食事を
楽しく過ごしました。年末の大掃除では高いところを中
心に手伝ってくれたので助かりました。31日は、除夜の
鐘をつきたいというので、家族も初めての経験をさせて
いただきました。12月6日～9日、上尾高校の修学旅行
で沖縄に行ってきました。14日はオリエンテーションで

『私の履歴書』

手巻きずしを作りました。15日はアメリカンフットボール
を家族と一緒に東京ドームで観戦してきました。27日は
上尾ＲＣのクリスマス例会に参加し、28日は上野の国
立博物館に行ってきました、とのことです。
　パーカー君自身の報告。島村家と同じような報告が
されています。クリスマスイブは渋谷の教会に行ってきま
した。沖縄の修学旅行は天気と経験が素晴らしかった、
太平洋戦争についてたくさん勉強しました。今月は自分
の言葉がずいぶん上達しました。島村さんと一緒に過ご
させていただいて良かったです、とのことです。
１月５日から、島村宅から齋藤会長宅に移っております。

　あぴお１月号『ロータリーの窓』で昨年のロータリー
デーの内容を掲載させていただきました。これも会員増
強の一助になればいいなと思います。
　それとガバナー月信にパーカー君の掲載と、ガバナー
公式訪問の模様が掲載されています。

クラブ広報委員会　長沼大策委員長

　最初に、私は1972年2月
14日生まれ、水瓶座、ねず
み年でいま４２歳です。厄
年がおわり、前厄・本厄・後
厄の３年間、悪いことは一
切おこらなかったので、今
年以降はもっといいことが起こるのではないかなぁと期
待しています。

　12月27日、クリスマス例
会には総勢５２名の方にご
参加いただき、非常に楽し
い時間を過ごすことができ
ました。皆さまのご協力に
改めて感謝を申し上げます。
　そして１月２９日（木）18：30から恵比寿亭さんで新
年例会を行います。お早目の参加連絡をお願いいたし
ます。

親睦活動委員会　樋口雅之委員長


