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行事予定
３月１０日 外部例会
（例会場・時間変更）
３月１７日 結婚・誕生祝い
（時間変更）
３月３１日 定款の規定により休会

大塚崇行 会長

本日は今年度入会頂きました古賀さんと、宮島さんに入会卓話
をいただきます。お二人には、緊張せずにリラックスして、自由
に話して頂いて頂きたいと思います。今年度の挨拶テーマはブッ
クマークと言う事で皆さんのお気に入り、ブックマークを話して
頂きたいという思いを込めてのテーマとしておりますので、それ
によって、会員間の理解と親睦が深めていければと思っておりま
す。宜しくお願い致します。
明日2月25日から28日までの4日間、上尾RCの毎年の社会奉仕事
業であります、障害者作品展示即売会がまるひろ6階特設会場にて
行われます。あの会場は3ブースあるのですが、今年は中央と右側
のブースという事でいつもより広い会場をまるひろさんの方で用
意をしていただきました。当番表として皆様には受付をお願いし
ている所ではございますが、当番に関わらず、ご家族や社員の皆
様にもお越し頂き、商品の販売にもご協力いただくようお声掛け
をして頂きたいと思います。今年で21年目、21回の開催を迎える
展示即売会ですので、上尾RCが主催としてこのような意義ある奉
仕活動を行なっているという事を、是非ともご家族、社員、そし
てお知り合いにご理解いただくためにも、会員の皆さんが広報役
となって頂きますよう宜しくお願い致します。
また、3月10日には出店頂く側の代表であります、身体障害者福
祉会の松本会長より卓話をいただく予定になっております。是非
とも当クラブとして社会奉仕の理解を深める為にもご参加いただ
きますようお願い致します。
さて、本日は新会員のお二人に卓話をいただきますが、お二人と
もロータリアンの平均年齢からすると低い年齢でありますが、同
じような年齢の青年層とでも言いましょうか、上尾で仕事をして
いる若い人たちがどのような考えを持っているかという一例をブ
ックマークとしてお話しさせていただきます。
これは、私の所属しております、上尾商工会議所青年部の話なの
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ました。それでは、以上で会長挨拶とさせて頂き
ます。本日の例会も宜しくお願い致します。

「ですが、一昨日総会がありまして、会頭や上尾
市長にも総会に参加して頂きまして、青年部より
の研究報告書と言うのを発表させていただきまし
た。この報告書の作成には上尾RCの会員である樋
口君が委員長としてかなりの部分関与しておりま
して、素晴らしい報告書でしたので少しこの場で
紹介をさせて頂きたいと思います。
はじめに、上尾市の現状分析をしており、上尾は
典型的なベッドタウンであり、少子高齢化が他の
20万都市から比べても急速に進行している市であ
ります。前にもこの会長挨拶でお話をしたことが
ありますが、上尾の総人口は増えておりますが、
実際の労働人口、20から65歳の人口は減っており
ます。
そして、市内には低単価のチェーン店が多く、
売上が上がっても上尾市の税収には結び付きにく
い状況であります。
そこで、この上尾をどんな街にしたいかとして、
上尾市民が市内でお金を使いたくなるようにする
事と、郊外や周辺市町村からもっとお金が流入し
てくるような仕組み作りをすることが必要という
ことで、これを「地域内消費型ベッドタウン」と
いうキーワードを導き出しております。
その具体的な方策として、積極的な創業支援や
、企業や大学の誘致策。または郊外周辺地域との
路線インフラ整備促進という結論を導き出しまし
た。そしてそれを市長や商工会議所会頭を招いて
発表することにより、市内の青年層が中心となっ
て、市・行政や商工業者を巻き込んで上尾市の活
性化につなげることが出来ればという思いでの報
告でありました。
ロータリーの奉仕の精神も、今年のテーマのよう
に全ての活動は地域から世界へと繋げていく事で
あります。その中の職業奉仕として、奉仕活動を
するため、まずロータリアンの企業の発展があり
、そしてその企業が発展することによりその地域
が発展し、そしてそれが市や県、日本の発展に繋
がって行きます。その為にも、広い視野と公の精
神を持った人間作りをしていくことが必要である
と感じた研究発表でしたので、ご紹介をさせて頂

幹 事 報 告
島村健幹事
◆2月25日〜28日まで第21回上尾市障害者作品展
示即売会の当番表を配布しておりますので、ご
確認のほどよろしくお願いいたします。
◆来週3月3日の例会は移動例会になります。現時
点で16名の参加が決まっております。3月3日10
時45分に上尾駅東口セブンイレブン前にて集合
になります。よろしくお願いいたします。
◆3月17日に新入会員の古賀さん、宮島さんの歓
迎会を四川飯店で19時から行いますので、よろ
しくお願いいたします。

結婚・誕生祝い
結婚祝い 井上清会員
本日は、ありがとう
ございます。私は結婚
して55年になりました
。あと10年は長生きし
て65年まで頑張ってい
きたいと思っておりま
す。よろしくお願いいたします。

卓 話
新入会員 古賀昇会員
本日、お手元のほう
に私の会社の飛鳥ツー
リストのご案内を配布
しております。会社は
上尾市役所の交差点に
ございます。会社は国
内、海外共に取扱しており社員2〜3名で頑張って
おります。
会社の内容につきましては人数が少ない分丁寧な
応対を心がけようと考えていまして、家族旅行か
ら数名のグループ旅行を企画から提案させて頂い
ております。もちろん相談等は無料で行なってお
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新入会員 宮島亜矢子会員

ります。
料金につきましてもバス会社、旅館、航空会社
等にも直接契約をしておりますので、お客様に合
わせたお見積りを行っています。
他社よりも出来る限り安い価格で提供できる自身
がございます。最近もHISさんの旅行に行かれる
お客様からお見積りを頂いた時に当社で出したお
見積りがHISさんより1,800円ほど安かったです。
私は創業者なのですが、18年間会社をやっており
ましてそのお陰で埼玉県内の行政、優良企業のお
客様もいらっしゃいます。
また、JRのびゅうプラザさん、JTBさん等大手の
旅行会社とも契約をしております。
多様な旅行に対応するということで、露天風呂付
きの旅館とか最近の流行りでは秘湯の宿の手配か
らハイキング、格安航空券、世界遺産の巡りツア
ーそれからゴルフパックの提供しております。
個人的な趣味もあるのですが、お寺巡りとか神社
巡りが私は好きで御朱印帳が6冊目になりました
。旅行の添乗についでに集めていました。
御朱印も秩父の七福神とか坂東や西国等々ありま
すが、四国の八十八ヶ所には当分いけないので、
最近私が行っているのが一宮の御朱印巡りを頑張
って集めております。
武蔵国一宮は氷川神社なのですが、埼玉にはもう
一つ一宮があると知りましてそれは浦和の氷川女
体神社だそうです。
その他にも私の会社では特ダネの謝恩旅行を企画
しておりまして、こちらの方はシーズン毎にやろ
うかなと考えております。今は企画しております
のは隅田川の夜桜見学を企画しておりまた、講談
師の方と一緒に東京で赤穂浪士の討ち入りや桜田
門外回ったりその他文豪巡りを企画しております。
あとは京都、大阪、神戸、の三都巡りや1月には
箱根駅伝を実際に見るだけではなく当日旗を持っ
て応援したいと思っております。
国内問わず海外等々やれる会社ですので、気軽に
ご相談していただければと思っております。新入
会員のつたない卓話でしたが、今後ともよろしく
お願いいたします。

す。この事によりブドウの果実の複雑味が増すそう
です。個人の好みですが、私はワインを飲んだ時に
大げさですが、背筋に電流が走るような感覚にとら
われました。同じブドウでもフランスとアメリカで
こんなに味が違うのかと感じました。
ナパ・バレーのワインですが、有名なところで申し
ますとオーパス・ワン、ロバート・モンダヴィがあ
ります。映画監督で有名なフランシス・コッポラ監
督もその土地に魅了されてワイナリーを開いており
ます。日本人でもこの土地に魅了された方がいまし
てゲームソフト業界で有名なCAPCOMの創始者であ
ります辻本憲三さんが1990年に趣味の乗馬とポロを
するために馬術場を作るために470万坪の土地を買
ったのですが、色んな人との出会いにより自分の私
財の100億円を投じて憲三エステートというワイナ
リーをナパ・バレーに作りました。
2005年に初めてブドウを収穫して藍、紫、紫鈴、
あさつゆという4種のワインを初めて作りました。
私も機会がありましてこのワインを飲まさせて頂い
たのですが、味もさることながらその中に出会いで
すとか葛藤や苦悩ですとか色々な物がその15年とい
う歳月の中にあったのではないのかと思うとワイン
の中のストーリーやドラマとかを思い浮かべますと

スマイル

うなぎ割烹恵比寿亭
の宮島亜矢子と申しま
す。よろしくお願いい
たします。本日は、私
の好きなワインについ
てお話したいと思いま
す。私の今の仕事でも旬の食材を皆さまにご提供
することがあるのですが、食と共にやはり必要不
可欠なのがお酒でございます。
お酒というと日本酒から始まり焼酎、ビール、ウ
イスキー等色々ありますが、中でも私が好きなの
はワインです。今、赤ワインといいますとヘルシ
ーかつ健康面で雑誌等に取り上げられていますが
、赤ワインに含まれているポリフェノールによっ
て動脈硬化の防止、ピロリ菌の殺菌作用、アルツ
ハイマーの予防なるとも言われているそうです。
数年前に大塚会長家族と仲良くさせて頂いている
関係で一緒にカリフォルニアにご一緒させて頂き
ました。その時に出会ったのがカリフォルニアワ
インでございます。その中でもとてもおいしいと
言われているのが、ナパ・バレーのワインです。
私はこのナパ・バレーのワインを飲んだ時にこん
なにおいしいワインがアメリカにあると凄く感動
したことを覚えております。
このナパ・バレーという土地はアメリカの西海岸
カリフォルニア州のサンフランシスコの奥手に入
ったところにあります。大体サンフランシスコか
ら車で2時間、ロサンゼルスからですと大体5〜6
時間だと思います。
ワインと申しますとまずはフランスのワインを想
像すると思うのですが、ブドウの品種を大まかに
分けますとアメリカ種とフランス種に分かれるそ
うです。赤ワインですとカベルネ・ソーヴィニヨ
ンとかカベルネ・フラン、メルロー、ピノ・ノワ
ール、ガメなど色々あるそうです。
カリフォルニアのナパ・バレーは大変高級品とさ
れています。ナパ・バレーは内陸性の暑い気候と
サンフランシスコ湾から運ばれてくる冷たいアラ
スカ海流の海風によって凄く寒暖の差が激しいで

本当に同じ日本人として誇りや感動を覚えました。
辻本憲三氏も言っておられましたが、お金だけで
はワインは作れなかったし未開拓の土地を色々な人
の絆を作り深めて知恵と力をお借りすることによっ
てこのワインが出来たと言っておられました。そし
て、やはり人間は一人では何も出来ない仰っていま
した。
私も改めてその人との繋がりの大切さを凄く感じ
ました。私も今このようにロータリーの皆さまやお
客様、お友達、親、親戚、子供と色々な方々に出会
えている事に感謝をしております。これからも皆さ
まのお力をお借りしながらこのワインの様に意味の
ある人生を歩んでいきたいと思っております。そし
て、少しでも皆さまのお役に立てる様、努力してい
きたいと思っておりますので、これからもご指導の
ほどよろしくお願いいたします。ご清聴ありがとう
ございました。

出席
欠席

会員数
欠席数

前々回確定
修正（％）

４１
２４
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１９,０００円

■大塚会長 結婚・誕生祝いおめでとうございます。古賀さん、宮島

■齋藤（重）会員 卓話ありがとうございます。

さん卓話ありがとうございます。

■小林会員 結婚・誕生祝いの皆さまおめでとうございます。卓話あ

■島村幹事 古賀さん、宮島さん卓話ありがとうございます。結婚・

りがとうございます。

誕生祝いおめでとうございます

■齋藤（博）会員 宮島さん、古賀さん卓話ありがとうございます。

■井上清会員 結婚祝いありがとうございます。

■富岡会員 結婚・誕生祝いおめでとうございます。卓話ありがとう

■大塚パストガバナー 古賀さん、宮島さんありがとうございます。

ございます。

■吉川会員 宮島さん、古賀さん頑張って下さい。

井上（武）会員 野瀬会員 樋口会員 齋藤（哲）会員

■加藤会員 古賀さん、宮島さん卓話ありがとう。
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