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4月 10日 卓話 藤村作会員
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4月 24日 クラブ協議会③
「各委員長より活動報告」

関口 和夫会長

皆さん、こんばんは。会長挨拶をさせて頂きます。本日は青少年交
換留学生の島村江里香さん、お母様のまた島村パスト会長の奥様であ
ります島村薫様ようこそおいで頂きありがとうございます。
3月19日の観劇の例会に、多くの会員の皆様のご参加を頂きお疲れ様
でした。歌舞伎は初めてでしたが、とても素晴らし舞台芸術を見るこ
とが出来ました。ただ、良いものだとわかっているのですが、その心
地良さに眠気を我慢するのに苦労しました。今週は、3月23日にさいた
ま大空ロータリークラブの認証状伝達式に出席しました。当クラブか
らは、大塚パストガバナーが出席されました。さいたま大空ロータリ
ークラブは、財団学友と米山記念奨学学友が中心となった全国でも初
めてのクラブだそうです。当クラブの関係では、昨年の米山奨学生周
京梅さんが創立会員となっています。周さんのプロフィール紹介では
上尾ロータリークラブの活動が取り上げられ、カウンセラーの須田会
員が何回も登場していました。周さんのロータリークラブの入会は、
当クラブにとっても大変喜ばしいことと思います。
さて、今日は寒かったですが、だいぶ暖かくなってきました。沈丁
花の花の香りが、春を感じさせています。沈丁花の花の香りが強いの
は、早春の虫たちに自分の居場所を知らせるためだそうです。桜の開
花の知らせが3月25日にありました。来週には満開になると思います。
桜の開花日の基準は、靖国神社の境内にある標準木の5輪以上の花が咲
いた状態を言います。
桜の開花については、積算温度の法則があるそうです。以前からラ
ジオの中で取り上げられていましたが、市ヶ谷経済新聞の記事が解か
りやすかったので紹介したいと思います。桜の開花予想には、統計上
の目安として2月1日以降の最高気温の積算が600度を超えると桜が開
花する「600度の法則」や、2月1日以降の平均気温の積算が400度を
超えると開花する「400度」の法則が知られています。3月25日の東京
の最高気温は22度となり、最高気温の積算が607.3度となり「600度の
法則」に一致する結果となりました。「400度の法則」では、3月26日
の予定でした。桜の花の種類や、桜の休眠日の基準によって色々な説
があるようですが、皆様もこんな説もあることを覚えて頂ければと思
います。
以上をもちまして、会長挨拶とさせて頂きます。
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勲副幹事

齋藤幹事が体調不良で
欠席とのことで急遽、か
わりに幹事報告させてい
ただきます。
◆来週４月3日（木）、
上尾駅東口に於いて、上
尾ロータリークラブ主催の献血運動がございます。
午前10時〜午後4時までとなっています。時間割は
担当委員長から連絡されていますのでご参加のほど
よろしくお願いいたします。
◆次年度地区研修協議会が4月18日、大宮ソニック
シティで9時半からの登録で行われます。役員、委
員長様には出席確認済みですが、また事前に連絡さ
せていただきます。以上です。

ご結婚記念日

ゲ スト挨 拶
青少年交換留学生

お誕生日

島村江里香さん

皆さんこんばんは。大
妻嵐山中学校３年生の島
村江里香です。この度は
スポンサーしていただき
ありがとうございます。
１月に派遣国がアメリカ
のフロリダ州に決まりました。フロリダ州は日本と
は違って１年中暖かいところなので、そのようなと
ころではどのように過ごしているのか経験したいと
思います。今、月１回のオリエンテーションなどで
折紙やお寿司についてやスピーチの仕方について勉
強しています。また万が一に備えても勉強していま
す。お寿司はいま世界に広まっていますが、折紙は
まだ広まっていないと思うので、そのような日本の
文化も伝えてきたいと思います。留学するにはまだ
学習しなければならないことがたくさんあるので、
英語の勉強もしながら、どんどん準備をしていきた
いと思います。ありがとうございました。

おめでとうございます！

おめでとうございます！

結婚祝い

富永

建会員

こんばんは。４１回目
の結婚祝いになります。
昭和４８年３月１７日、
当日はゼネスト（国鉄の
ゼネラルストライキ）と
いうことで、列車、飛行
機などすべてが動かなかったんです。都内で行った
披露宴には、昔の仲間が来れませんでした。上尾駅
の騒動があったのがちょうどそのころになります。
先程、名取さんにも少しお話ししましたが、今は
掃除・洗濯もできるし、料理も自分でできます。な
ので１人になっても不自由はしないと思います。
今日はたまたま時間があったので新聞を買って、
喫茶店で隅から隅まで読んでいました。読売新聞の
夕刊の寸評の中に、「挨拶で気をつけなければなら
ないことがある」とありました。というのは、本日
は我々は仲間ですが、会場の中は二重構造になって
いて、人の話を聞いてなるほどと思う人もいるし、
話を聞いて不快な思いをする人もいるから、挨拶は
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気をつけなさい、と書かれていました。その後ろに、
ハーグの首脳会談で安部首相が韓国の大統領に韓国
語で挨拶をしたら、さまざまな事情があるのでしょ
うが、よそ見をしながら目もあわせなかったそうで
す。韓国の大統領の立場などいろいろわかるのです
が、挨拶には気をつけないといけないですね。
名取さんといえば、料理が上手なんですよ。ゴー
ヤチャンプルが今のように普及する以前に料理され
たことがあるそうです。料理の達人ですので、今度
ごちそうになってみてはいかがでしょうか。以上で
す。ありがとうございました。
結婚祝い

誕生祝い

宇多村海児会員

皆様こんばんは。３月
８日で４７歳になりまし
た。不惑という年齢に達
して、４０代半ばも過ぎ
ましたが、あいかわらず
迷ってばかり、戸惑って
ばかりの毎日です。１つ歳を重ねましたが、特に何
もかわることなく日常を過ごしています。５０歳に
なるまであと３年に迫りました。それまでには確固
たる自分を見つけられるよう精進していきたいと思
います。今後ともどうぞご指導ご鞭撻のほどよろし
くお願いいたします。ありがとうございました。

長沼大策会員

結婚記念をお祝いいただきありがとうございます。
２００２年に結婚しましたので、今年で結婚１２周
年になります。一応夫婦は仲睦まじく暮らしている
つもりです。
私ごとですが先月、街バルというイベントを開催
しまして、また来年度も街バルが開催できないかな
と思って、今週はじめに埼玉会館で行われたセミナ
ーに参加してきました。セミナーのタイトルは「バ
ルから始めるプレイス・メイキング 〜都市の魅力
を高める“愉快なたくらみ”」といいます。簡単に申
し上げますと、ファースト・プレイス＝自宅、セカ
ンド・プレイス＝職場で、もう１箇所「サード・プ
レイスを街の中に作りなさい」ということになりま
す。自宅と職場を行き来するだけではなく、もう１
箇所の、サード・プレイスという自分の居場所をつ
くることが、人生を豊かに彩ることにつながるのだ
そうです。中心市街地を、みなさまのサード・プレ
イスにして活性化させたいと願っています。
思い起こせば、ロータリークラブもある意味でサ
ード・プレイスなのではないかなと思います。ロー
タリーで活動を行うことが、すなわち豊かな人生に
なるのだなと感じた次第です。これから地域社会、
国際社会に貢献していき、先輩方のような立派なロ
ータリアンになっていきたいと思いますので引き続
きよろしくお願いいたします。どうもありがとうご
ざいました。

例会主題
テーブルディスカッション
〈関口会長〉 皆様のテーブルに先日の、鴻巣ＲＣ
さんとの合同例会で津田パストガバナーが仰ってい
た、子どもは国の宝、婚活を一生懸命行っていきま
しょうという講演がありましたけれども、クラブに
とっても活性化のひとつになるかもしれないので、
婚活事業や、子どもを増やすにはどうしたらいいか
をテーブルごとに話しあっていただければと思いま
す。
〈ディスカッション後の発表〉
・街コン事業と旅行イベントをミックスしたような
事業を展開すると愛がはぐくまれると思う。
・少子高齢化、人口減とは日本の国力がさがること
なので、少子化をくいとめることは最大の社会奉仕
になるのではないかと思う。
・ブライダル委員会は３地区しかない。そこに登録
している方の婚活カードがずっと変わっていなくて
新規登録者がいない。新規登録者を増やすため、ロ

ータリーのホームページにブライダル委員会のリン
クを貼ったりするなど周知が必要ではないか。
・そもそも若い男女が結婚しない理由として、草食
男子などと言われているが、今の女性が相手の男性
の理想年収額が依然として高く、その年収は実際は
40代・50代の年収にあたる。理想額を稼いでいる
若い男性は現実にはいないことを認識させるべき。
・今の若い方は非正規雇用が多くて所得が低いのも
問題ではないかと思う。企業が正規雇用すると結婚
率も高まるのではないかと考える。
・原点に戻ってブライダル委員会をもっと活用す
る。
〈関口会長まとめ〉日本は豊かになりすぎて、現状
の生活を崩してまで結婚したくない、というのも事
実。子供をつくるということまでいくような家庭を
築くことを、もっと若いうちから学びあう。その場
をロータリーが提供できたらいのかなと思います。

皆様、有意義なディスカッション
ありがとうございました。

スマイル

２７,０００円

■関口会長：ご結婚、お誕生おめでとうございます。島村江里香
さん、島村薫様、
ようこそおいで頂きありがとうございます。
■富永会員：結婚祝い、
ありがとうございます。
４１回目です。
■尾花会員：三寒四温、体調に気をつけましょう。
■細野会員：島村江里香さん、
ようこそ。
久保田副幹事 大塚信郎会員 井上会員 神田会員
渡邉会員 名取会員 島村会員 須田会員 宇多村会員
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例会日 毎週木曜日 12：30〜13：30
事務所 〒362-0035 埼玉県上尾市仲町1-8-31 新和エクセルビル303
例会場 東武バンケットホール４F（ポリアス） ＴＥＬ/ＦＡＸ 048-775-7788
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