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皆さんこんにちは。ご多用の中ご出席をいただきましてありがとう
ございます。
昨日は、斎藤修弘さんの歓迎会に多くの会員の皆様のご出席をいた
だきありがとうございました。また本日は、新会員卓話ですので、よ
ろしくお願いいたします。
ロータリーの友に田中RI会長メッセージ「リスボンで平和を考えよう
」が掲載されています。国際ロータリー（RI）の国際大会は、大きな
力を持ったイベントです。田中RI会長が初めて参加した国際大会は
1980年のシカゴ大会でした。田中RI会長はその年、八潮ロータリーク
ラブの会長でした。上尾クラブは三井田会長年度です。田中RI会長は
もっとロータリーについて学ばなければならないと考え、シカゴ大会
に参加するようクラブの会員9人を誘って、みんなでシカゴへ行きま
した。RI国際大会とはどんなものなのか予想のつかないまま参加しま
したが、そこで見たものは想像をはるかに超えるものだったそうです
。その国際大会が、田中RI会長にロータリーというものを教えてくれ
ました。そして、田中RI会長の人生を完全に変えました。参加したこ
とによってクラブにも「がんばろう」という気持ちがいっそう強くな
ったそうです。田中RI会長はクラブの一会員として国際大会に参加し
、帰ってきた時はロータリアンとなって帰ってきました。シカゴで受
けた感動は、今でも田中RI会長の心に深く残っているそうです。
本年度、日本出身のRI会長として、ポルトガルで開かれる国際大会
に参加できることをとてもうれしく感じているそうです。ポルトガル
と日本は、1542年以来、歴史を共に築いてきました。その年、一隻の
ポルトガルの船が、日本の南部にある島に漂着しました。ポルトガル
の船員たちは日本に来るつもりはありませんでしたが、嵐で遭難して
しまったのです。しかし、これはうれしい偶然でした。この偶然が、
平和的で豊かな関係の始まりとなったのです。
1993年には日本とポルトガルは、交流450周年を祝いました。ポル
トガルは、16世紀半ば、日本人が初めて訪れたヨーロッパの国でした
。それ以来、長きにわたって、ポルトガル語は、わが国に影響を残し
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ています。パン、カステラ、カッパ、カルタ。ポ
ルトガル人が日本を見つけたのは、偶然の出来事
でした。しかし、国際大会の地としてリスボンが
選ばれたのは、偶然ではありません。リスボンは
「平和の港」です。そして「平和」は、500年近
くの間、日本とポルトガル間のテーマとなってき
たように、この国際大会のテーマでもあります。
世界のロータリアンが共に、今年度のテーマ「
奉仕を通じて平和を」実現する取り組みを、一緒
に続けていただけるよう願っております。
私が初めて国際大会に参加したのは、2004年、岡
戸会長年度の大阪大会でした。国内でありました
が、そのスケールの大きさに圧倒されたのを覚え
ています。その後、2009年バーミンガムも参加し
て来ました。親睦旅行も兼ねておりましたが、親
睦旅行は、SARSの流行で中止になりました。国
際大会も今年はリスボンですが、来年はシドニー
、2015年はブラジル、サンパウロ、16年はソウル
、17年はアトランタです。ぜひ多くの皆様に、特
にまだ行ったことのない方は是非、よろしくお願
いいたします。
会長の任期も残りひと月になり、本日を含めま
して例会も残り四回になりました。本日の例会後
にはクラブ協議会、新旧委員長会議があります。
最後までがんばりますのでよろしくお願いいたし
ます。

委員長報告
国際奉仕委員会 須田悦正委員長
ナイジェリアへの国
際奉仕事業のご報告を
させていただきます。
先週、提出した申請書
が受理されました。岩
渕財団委員長そして田
中ガバナーの承認そして、ナイジェリアの地区と
現地担当者の方の承認も得ました。現在はナイジ
ェリアの何処にどれだけの保育器を贈るかのリス
トを作成し国際ロータリーに提出している最中で
す。この作成したリストの承認が通り次第、プロ
ジェクトを進めていきたいと思います。予定とし
ましては10月31日にこのプロジェクトが終了する
予定となっております。ひとまず現時点での進捗
に関してご報告させていただきます。ありがとう
ございました。

ゲスト挨拶
大宮シティロータリークラブ 北西浩昭様
みなさん、こんにち
は、本日は大宮シティ
RCの野球部を代表して
お邪魔させていただき
ました。先月、5月22日
に甲子園に行って試合
をしてきました。いま思い返しますと、上尾ロー
タリークラブの方から勧められて野球部を創り、
上尾ロータリークラブの皆様と初めて試合をした
事を思い出します。
昨年は大敗を喫しましたが、今年はサヨナラ勝
ちを決めて帰って来ました。おかげ様で本当に楽
しく野球をすることが出来ました。これも上尾ロ
ータリークラブ様のおかげだと思っております。
また、是非練習試合をしていただければと思いま
す。本当にありがとうございました。

幹 事 報 告
齋藤博重幹事
◆本日、皆様のお手元
にガバナー月信とロー
タリーの友をお配りし
ております。ご一読の
ほどよろしくお願いい
たします。
◆地区から職業研修チーム(VTT)の募集がきており
ます。特に医療従事者を中心に募集しているそう
です。よろしくお願いいたします。
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卓 話
斎藤修弘会員
皆様、こんにちは、
昨晩は非常に暖かく盛
大な歓迎会を開いてい
ただいて誠にありがと
うございました。歴史
の伝統のあるこの上尾
ロータリークラブに、そして50周年という記念す
べき年度にご縁をいただき入会させていただいた
ことを光栄に思いまた、感謝しております。昨晩
は諸先輩方から心温まるお言葉を頂戴いたしまし
て、今後長いロータリアン人生を歩んでいくにあ
たって非常に心強く感じております。
また、本日は卓話の機会を設けていただき身に余
るお計らいにも誠に感謝しております。本日は自
己紹介を兼ねて卓話をさせていただきます。よろ
しくお願いいたします。
現在、私は桶川の実家で家族4人で暮らしており
ます。生年月日は昭和50年1月12日生まれです。こ
のクラブでは生まれも入会も一番の若輩でござい
ます。私の生い立ちですが、幼稚園、小学、中学
とずっと桶川で育ちました。幼稚園は桶川の加納
にあるしろがね幼稚園にいまして、芸能人の本木
雅弘さんの実家が近くにあってその本木さんもそ
の幼稚園に通っていたそうです。いまでは圏央道
の工事でしろがね幼稚園は場所を移転しておりま
す。小学校は桶川北小学校に通い小学校2年生から
中学生までボーイスカウトに入っておりまして、
お祭りや市民祭の後にゴミ拾いなどボランティア
活動を少ししておりました。また、小学校時代は
サッカーに夢中になっていました。中学生は地元
の桶川中学校に入学しましてバレーボール部に所
属しました。私は背が低くて小学校、中学校の9年
間、前から2番目が固定でした。
このバレーボール部ではセンターとして任され
持ち前のすばしっこさを活かして敵陣からくるボ
ールを拾うのが得意でした。高校は立教高校に入
学し、JAZZ研究会に入りました。しかしJAZZは凄
く難しくてあまり活動らしい活動はしていません

就職が決まりました。
15年間出版関連の会社に勤めまして、最後の3年
間は編集長を任されていました。皆様ご存知の通
り、昨今の出版、広告業界は大変厳しい状況です
。現在は保険会社で勤めております。この保険の
仕事は世のため人の為になるのではないかと感じ
今一生懸命頑張っております。最後になりますが
、まだまだ若輩者でして今後皆様から色々と学ば
せていただけるように日々、自分に厳しく勉強し
ていけたらと考えています。また、少しでも地域
、社会の発展と世界の平和の為に貢献出来るよう
な人間になりたいと思っております。至らぬ点が
、多々あると思いますが、その時は愛のムチとし
てご指導賜りますれば幸いでございます。本日は
ありがとうございました。

当時はアメリカ西海岸のハードロックが流行っ
ていたのでそちらの方に興味が移りロックばかり
やっていました。当時は毎日、学校から帰るとず
っとギターを触っていました。その後、立教大学
に進学し法学部に入り、当時は弁護士になると息
巻いていました。その後、スノーボードに出会い
今までやっていたギター以上に熱中しました。こ
こで少し私の趣味を少しお話させていただきます
。まずはスノーボードそしてゴルフです。ゴルフ
は高校の時からやっていてゴルフ歴だけは長いの
ですが、スコア100切ったことがあるのは3回くら
いです。ゴルフは長く続けることが出来るスポー
ツだと思うので、これからも修練していきたいと
思います。
次に好きな物は幕末関連がとても好きで、その
中でも好きな人は吉田松陰と勝海舟です。司馬遼
太郎さんの本がとても好きで、21歳から26歳まで
間にこの司馬遼太郎さんの幕末関連の本は全部読
破しまして、今でも家には100冊くらい本があり
ます。今は恥ずかしながら独り身なのですが、結
婚をしていた当時は世田谷に住んでおりました。
そして国士舘大学の近くに松陰神社があるのです
が、この松陰神社の中に吉田松陰のお墓がありま
して、そこから環七を南の方に行きますと洗足池
がありましてそこには勝海舟のお墓があります。
世田谷に住んでいた時は、月に1回この吉田松陰
と勝海舟のお墓参りをしていました。
話は戻りましてスノーボードですが、本当に今
までやったスポーツの中でこれ以上の物はないと
言うくらい好きなスポーツです。大学の時は冬に
なるとスノーボードばかり行っていまして、当時
は11月1日から5月の頭までよく滑りにいっていま
した。大体、週に3日くらいのペースでスキー場
に足を運んでいました。本当に大学4年間は本当
にスノーボード一色でした。その為、就職活動は
4年5月頃までまったくしていませんでした。その
後、大手出版社関連の就職活動をしましたが駄目
でした。ですが、どうしても出版社関連の仕事に
就きたいのを諦めることが出来ず、ずっと愛読し
ていたスノーボード雑誌を出版している出版社に

斎藤 修弘会員 卓話ありがとうございました。
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■大宮シティRC 北西浩昭様 本日はよろしくお願いします。皆様のおかげで、5
月22日のロータリー甲子園大会に出場できました。昨年は大敗でしたが、今年はサ

■吉川会員 斎藤修弘さん卓話ありがとう。
■斎藤修弘会員 皆様、今後ともご指導のほどよろしくお願い申し上
げます

ヨナラ勝ちが出来ました。今後もよろしくお願いします

■大塚信郎会員 斎藤さん卓話ありがとう。

■島村会長 斎藤修弘さん卓話ありがとうございます。大宮シティＲ

■富永会員 斎藤さん卓話ありがとうございます。

Ｃ北西様ようこそ

■大塚崇行会員 卓話ありがとうございます。

■齋藤博重幹事 斎藤修弘会員卓話ありがとうございます。北西さん

■齋藤重美会員 卓話ありがとうございます。

ようこそ
■関口副会長 北西様ようこそ 斎藤さん卓話ありがとうございます
■齋藤哲雄副幹事 北西さんようこそ 斎藤さん卓話ありがとうござ

名取会員 小林会員 岡野会員 井上会員 神田会員 村岡会員
須田会員 横山会員 長沼会員 古賀会員 武重会員 萩原会員
深澤会員 藤村会員 野瀬会員

いました。
■樋口会員 結婚祝いのお花ありがとうございます。
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