
創立　１９６３年３月１６日

会　長　　藤村　　作
幹　事　　須田　悦正
副会長　　樋口　雅之
副幹事　　宇多村海児
編集責任者・公共イメージ向上委員会
　　　　委員長　野瀬　将正　　　　

2017‒18年度R.I.テーマ

ビジターゲスト

ノースウェストシティ香港RC
　　JACKY  Y. L.  LAM様
上尾西ロータリークラブ
　　副会長　新井登志彰様
　　幹　事　水野正男様　

週　報　　Ｎｏ．2074
発　行　　２０１8年  1月 18日

第２717回　例会
２０１8. 1. 11

ロータリー：変化をもたらす

行事予定

1月25日  新年例会
　　　　  （例会場・時間変更）
2月  1日 （2/2～5）
　　　　障がい者作品展示
　　　　　　即売会に振替
2月  8日 卓話 55周年に向けて
　　　　（パスト会長より）
2月15日 IMに振替
2月22日 卓話 沖縄視察・平和に
　　　　ついて考える 須田会員

　皆さん明けましておめでとうございます。本日も例会出席いただき
ありがとうございます。
　皆さん健やかな新年を迎えられたでしょうか。当上尾クラブはひな
壇にいる4人のうち2人がインフルエンザにかかり大変な年明けとなっ
てしまいました。先週の賀詞交歓会には2人とも元気に出席されていた
のでその時に感染したかその後の連休で感染したか、皆さんはいかが
でしょうか。本日は、上尾西RCの水野さんとそのご紹介で香港のロー
タリークラブからMｒ JACKY Y.L LAM、そして上尾西の次年度会長
の新井さんに来ていただきました。後ほどご挨拶頂きますが、今回日
本で姉妹クラブを探しているとのことで当上尾RCにも来ていただいた
次第です。先ほどの話に戻りますが、須田幹事のFAXを見て頂いたで
しょうか、本人は元気と言っていましたが高熱のなか頑張って書いた
FAXです。年始家族サービスで頑張って奥さんに怒られ、インフルに
なり更に家庭での立場がなく、本日も例会に出れない幹事の心中を察
して頂ければと思います。樋口副会長も息子さんが受験直前にこんな
ことになってしまいました。家庭での立場お察しします。2人とも先月
のインフルエンザについての会長挨拶を聞いていなかったためかと思
われます。
　さて、私ですが年末年始は妻の実家に行ってまいりました。実家は
岐阜県なのですが、私以外の3人は学校が冬休みになって早々に帰って
しまったので、私だけ12月29日の午後から新幹線で向かいました。東
京駅についてから指定席をとろうと思いましたが、一日中席が空いて
おらず、仕方なく自由席の順番待ちをしようと思い列に並ぼうとする
と、駅員さんのアナウンスがあり座れるまで待っていると約2時間待ち
ますと言われ仕方なく名古屋まで立っていきました。30日は家族で名
古屋のレゴランドに行き、31日は岐阜の明宝スキー場に行ってきまし
た。岐阜のスキー場は初めてでしたが雪質も良くいいところでした。年
を越し1日は埼玉に戻ってきたのですが、朝早く出発し中央道の途中で
おり、富士パノラマスキー場に行ってまいりました。長距離移動で疲
れましたが、山の上から見る、元旦の富士山は中々いいものでした。　
本日は鏡開きの日です。皆さんの家庭では行ったでしょうか。我が
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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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スマイルスマイル
ノースウェストシティ香港RC　JACKY  Y. L.  LAM様
上尾西ロータリークラブ　新井登志彰副会長様　水野正男幹事様
　
藤村会長／宇多村副幹事／岡野会員／大塚信郎会員／
小林邦彦会員／富永会員／齋藤重美会員／井上会員／萩原会員／
尾花会員／大木会員／細野会員／名取会員／大塚崇行会員／
齋藤博重会員／久保田会員／野瀬会員／長沼会員／
斎藤修弘会員／門崎会員／春日会員／芳賀会員

出席　　会員数　　37　　　出席数　　24
欠席　　欠席数　　13　　　（％）　 64.86
前々回確定　　　　　　　　　欠席数 　  5
修正（％）　 　 86.49        　 （Ｍ・Ｕ）     4

岡野　晴光　パスト会長
　武重先生が旅行の話を
したので、私は昔の上尾ク
ラブの話をしようと思いま
す。私は昭和53年に入会し
て、今年でちょうど在籍40
年になります。入会した頃
は埼玉銀行（今の埼玉りそな銀行）３階で例会をしてい
ました。当時、会員はみな平等で、〇〇君とお互いを例会
では呼んでいました。
　上尾西クラブに山崎君という薬局が入っていて、上尾
クラブには薬局がいなかったので上尾興業の加藤雄啓
さんのお世話で入会させていただきました。酒豪はいま
したが、お酒が飲めない人もけっこういたので助かりま
した。当時のロータリーレートは１ドル＝300円くらいだ
ったと思います。今では簡単にポールハリスフェローに
なれますが、当時は36万円かかりました。ですから１年
に数人しかポールハリスフェローになれませんでした。
寄付は米山から始めました。
　入会２年目にシカゴで75周年記念国際大会があり、
弟がアメリカの国立衛生研究所にいたので、シカゴ大会
に参加し、３週間にわたりアメリカを北から南まで見学
ました。ケネディの墓地に行ったときは感激しました。国
際大会は私は３回行きました。次は７年後にミュンヘン
で行われたので、その時にドイツはそこそこにしてスペイ
ンを旅行してきました。フランス・ニースの時はモナコに
泊まり、２週間かけてイタリアを巡ってきました。ロータリ
ーは他地区のガバナー・パストガバナーと対等に話がで
きるので国際大会に参加して、いろいろなクラブのロー
タリアンとお話しすることが大事だろうと思っています。
　会長になったのは入会後11年目です。「ロータリーを
楽しもう」というターゲットの年度でした。その後、分区
代理もさせていただきました。ロータリーは、上からのお
願いは拒否してはならないという最大の原則があり、こ
こにいるほとんどの人たちは会長を経験されていらっし
ゃると思います。お忙しい方でもぜひ時間をつくって次々
に会長になっていただきたいと思います。私は今年81歳
ですが、生きている限り、歩ける限り、ロータリーに参加
させていただきたいと思います。
　クラブが55周年を迎えるので会員は55人くらい必要
かなと思います。会員を増やし、楽しいロータリークラブ
にしていただければと思います。ありがとうございました。

AGEO ROTARY CLUB

幹　事　報　告
宇多村海児　副幹事

感謝状授与
米山功労者　第18回メジャードナー　富永　建会員

親睦活動委員会　春日　孝文　委員長

委員長報告

　新年例会を１月26日
18:30から恵比寿亭で行
います。大勢の皆さまにご
参加いただければと思いま
す。よろしくお願いいたしま
す。

◇お手元に後期納入のお
願いが渡っていると思いま
す。55周年のための特別会
費１万円を含んだ１４万円
を２月１日までに納入頂き
たくお願い申し上げます。
◇ロータリーレートは１ドル＝１１４円です。

地区国際奉仕部門　大木保司部門委員長

家は全くそのような習慣がないのでやっていません。
鏡開きは一般的に松の内の後に行います。松の内と
は、門松を飾っておく期間の事を指し、その間は年
神様が家にいると考えられています。この松の内は、
昔は元日から1月15日とされていたため、鏡開きは
1月20日に行われていました。しかし、徳川家光が
4月20日に亡くなったのをきっかけに、関東近郊で
は20日という日が忌日として避けるようになり、こ
れに伴って鏡開きの日も1月20日から1月11日に変
更されたのです。ですが、徳川幕府の力が強く影響
しない関西地域では前のまま、1月20日を鏡開きと
するところも多く存在するのです。ちなみに関東で
は、鏡開きが1月11日に変更されたため、松の内も
1月7日までと期間が短縮されています。鏡開きには、
年神様にお供えした鏡餅を割って食べるのが昔から
の日本の風習です。ではなぜ鏡餅を食べるのでしょ
うか。日本では、古来から神様にお供えした物を食
べるのは、神様との繋がりを強め、神様のパワーを
頂けると考えられていました。または、無病息災を
願う意味が込められているとされています。最近は、
実際に鏡開きを行う家庭というのは少ないように思
います。しかし、1月11日に鏡餅を食べる習慣とい
うのは変わらず続けて行きたいものです。
　本日は55周年に向けてとのことで武重先生と岡野
さんに卓話を頂きます。本日も宜しくお願いします。

たちにプレゼントをいただきありがとうございます、との
ことです。
（当クラブ、鴻巣RC、春日部西RCが支援をしたのですが、
なぜかROTARYCLUB of YINEYAMA様と宛名が書
かれております）

　ハノイ報告Part2です。
先日の支援に対して、ベト
ナムの国立小児病院から
感謝状をいただきました。
内容は、５人に各400万ド
ンの寄付と、400組の子供
 

マルチプルポールハリスフェロー　井上　清会員

AGEO ROTARY CLUB

ビジターゲストあいさつ 例 会 主 題
55周年に向けて上尾西ロータリークラブ　幹事　水野正男様 

　ドイツで行われる工具の
展示会で香港のLAMさん
とあいさつをしたのですが
その後Facebookでつな
がり２年ほど経ちます。私
が地区財団奨学・平和フェ
ロー学友委員長で、香港に留学した本田真理子さんが
帰国し大宮中央RCさんで卓話を行い、彼女のスポンサ
ークラブが香港のワンチャイＲＣという由緒あるクラブ
で、その投稿を見た彼が、ワンチャイとノースウェストシ
ティ香港ＲＣがグランドハイアットという同じ例会場とい
うつながりで話題になり、彼のクラブはマレーシアと台
湾にすでに姉妹クラブはあるのですが、ぜひ日本で姉妹
クラブをつくりたいと言ってきました。昨日来日した彼を
上尾クラブさんにメーキャップでお連れしました。友好
クラブでもいいので、よろしくお願いいたします。

　本日はたいへんありがと
うございます。とても光栄な
ことです。ここへ来るにあた
って１つの役目があります。
それは私のクラブの会長か
ら「日本でぜひ姉妹クラブ
または友好クラブの締結先を見つけてきてほしい」とい
うことです。理由は、私たちのクラブの会員たちは日本が
好きで、日本にたびたび来れるようにしたいからです。実
は４年ほど前から日本で姉妹・友好クラブを締結したい
という話があり、水野さんにお会いして、今回のメーキャ
ップが実現しました。今日は親善友好の第一歩ですが、
いつかは姉妹クラブ・友好クラブになれたらうれしく思
います。本日はどうもありがとうございました。

ノースウェストシティ香港RC　JACKY  Y. L.  LAM様　 

上尾西ロータリークラブ　副会長　新井登志彰様 

　大貫年度があと半年に
なりました。引き続きよろし
くお願いいたします。個人
的には現在クラブの会長
エレクトで、次年度は上尾
西クラブ会長の順番がま
わってきて、気を引き締めて行わないといけないなぁと
思っているところです。本年もよろしくお願いいたします。

武重　秀雄　パスト会長 

　私はこのクラブで在籍が
古株ということで新年のあ
いさつのトップにしていた
だいたようです。本日は私
が入会した頃のことをお話
ししたいと思います。私が
入会したのは昭和50年10月です。当時、故郷・長野の義
兄弟たちもロータリークラブに入っていたので、ロータリ
ーの例会や行事に常に参加していました。上田でガバナ
ーまでやった水野春海は兄です。私は埼玉県に来て地
元のロータリークラブに入ろうと決意していたのですが
当時はロータリークラブの入会希望者は多く、同業種が
いると入会できなかったので２年くらい待って入会でき
ました。
　私は国際大会にできるだけ参加したいと思って、通算
で十数回は行っています。初めて行ったのはオレゴン州
ポートランドです。それから行ったのはメキシコ、ソウル、
アメリカのインディアナポリス、アルゼンチンのブエノス
アイレスです。次はシカゴ、バルセロナ、イギリスのグラス
ゴー、バーミンガムです。それからフランスのニース、カナ
ダのカルガリー、オーストラリアのシドニー、ポルトガル
のリスボン、ロスアンゼルス、モントリオールなどにも行き
ました。ロータリーはやはり楽しく国際大会に参加した
方がいいですから、みなさんとご一緒していきたいと思
っています。ありがとうございました。
 


