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10月 2日 フィリピン訪問報告
　　　　　　　大木保司会員
　　　　 職業奉仕卓話
10月 9日 ガバナー公式訪問準備
　　　　 小　正行ガバナー補佐
　　　　 クラブ協議会①
10月18日 ガバナー公式訪問
　　　　 クラブ協議会②
10月23日 親睦旅行に振替
　　　　 10/25～26(時間変更）
10月30日 卓話『自分史』
　　　　 長沼大策会員（時間変更）

ビジターゲスト
　米山記念奨学生
　　　　　　朴　秀昡さん
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ロータリーに輝きを

会長あいさつ
　皆さん、こんにちは。現在、大木パスト会長は地区の委員会の方々
とフィリピンに行かれています。今年度、当クラブでは、地区補助金
を活用してフィリピンのヴァレンズエラ地区へ赤十字を通じて、レス
キュー器具を寄贈頂きました。その検証も兼ねまして他の活動に参加
されております。
　先週の理事会にてロータリーデーの企画が承認されましたので、報
告致します。日時は１１月２４日、会場は、さいたま市民会館おおみ
や大ホール。内容は、１部では福島県本宮市　高松市長による「風評
被害の現実について」というテーマにて講演をして頂きます。また、
２部では、物産品の即売会を予定しております。この企画までの経緯
をお話ししますと、今年の１月にある会で福島県へ旅行に行きました。
その工程の中で上尾市が継続的に支援をしております本宮市の市役所
を訪問して高松市長さんと話をする機会を頂きました。話の中で、現
在でも風評被害で悩まされているということをお聞きしました。そこ
である方が「市長に我々も市長の話を聞くまでそこまでの深刻さを理
解出来ていませんでした。機会を設けたら講演に来て頂けますか？」
と話をしましたところ「是非お願いしたい」と言われました。また、
大宮中央、越谷、川口南、上尾のロータリーメンバーがいると話が出
ましたら市長も私もロータリアンですよと話があり、さらに親近感を
もちました。
　そして、今年度のロータリーデーの話がありました。大宮中央RCの
会長さんから一昨年も合同で拉致の講演会もやったこともあるし、ロ
ータリーデーを合同例会でやりましょうと言われました。企画にあた
り、上尾市に調整をして頂き、高松市長の希望で１１月２４日に１部
を講演会　２部を物産品即売会として開催することとなりました。残
念なことは、上尾市文化センターで開催する予定でしたが、会場が取
れずさいたま市民会館おおみやになりました。来賓には、内閣改造前
に内諾を頂いておりました、前復興大臣根本匠氏のほか、埼玉県知事
上田清司氏、上尾市長島村穰氏、さいたま市長清水勇人氏においで頂
く予定になっております。大宮中央さんは、先月の理事会で承認を受
けて水面下ですでにマスコミなどにも協力依頼をして頂いているよう
です。当クラブにおきましても、これからＰＲ活動をしていきたいと
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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）

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
ＴＥＬ/ＦＡＸ　048-775-7788　　

出席　　会員数　　３5　　　出席数　　26
欠席　　欠席数　　  9　　　（％）　  74.29
前々回確定　　　　　　　　　欠席数 　  4
修正（％）　 　    88.57 　　   （Ｍ・Ｕ）      5

出席率

うことになり、毎月上程を行い、私の提案の審議に朝ま
で紛糾したこともありました。事業の中の１つにこども相
撲の事業がありました。上尾には県立武道館に立派な
土俵があるのに、当時はこどもの参加が少なく学校の校
長会議に参加し提案しましたが、今しかできないことを
やろうと思い、各小学校の校長先生に１人ずつお話しを
させていただき、昨年を上回る150名のこどもが参加し、
たいへん盛況になりました。上尾で優勝した小学４・５・
６年のお子さんは、次に浦和地区のお子さんとさいたま
場所で対戦し、勝ち進むと次に埼玉県の大会に移りま
す。最終的には国技館の大会まで進むことシステムにな
り、私がＪＣ在籍のときに上尾から国技館まで行ったお
子さんがいました。
　その次に私がＪＣで行った事業は、伊奈町の「バラ祭
り」があります。与野のバラが有名ですが、伊奈のバラ株
は埼玉県下でいちばん保有数があります。住みよいまち
ということで、伊奈町は人口増加率も高いので、まちづく
りにはバラが必要だなと痛感しました。バラ祭りの中で、
伊奈町町長と埼玉新都市交通の営業部長と、北本県土
整備事務所の係長の３者を１つの席にまじえて、さいた
ま市のプラザ町に倣って「羽貫駅をローズタウンという
駅名に変えていただけないか」と発言しました。県土整
備事務所の係長にも、「県道上尾久喜線をローズロード
に名前を変えたらオンリーワンの街になるのではない
でしょうか」と提案したことがあります。結局その提案は
実を結びませんでしたが、ＪＣの１委員会の力は微力で
すが、「運動というのは継続することが大事なのだな。継
続することで地域に浸透していくのだな」と教えていた
だきました。
　次に、上尾に以前あった「ちびっこ樽神輿」というのが

あり、まちづくりの題材に悩んでいるときに、齋藤会長が
当時ＪＣの顧問で、ＪＣのＯＢであった笹川酒造さんに
議案をもってお願いに同行していただきました。私の提
案に対して10年の事業継続を前提に「子ども神輿」が
スタートしました。商工会議所や町内会の若頭にも話を
通し、当初は参加人数も少なく２基でした。当時の新井
市長が祭りの挨拶で、上尾に青年会議所が戻ってきた
と仰っていただき、我 も々街と協働してまちづくりができ
たなぁと喜びました。
　青年会議所の後、島村パスト会長のもとで我々は「げ
んきネットワーク」という団体をたちあげ、相撲事業や物
産展などを今後もバックアップしていきたなと思ってい
ます。
　最後に私の夢ですが、国分寺の野川を仕事で訪れた
際に蛍が増えて有名と聞き、宇多村会員と一緒に芝川
を浄化運動して、「都内からいちばん近くにある、蛍が見
れるデートスポット」にしたいなと考えています。そのた
めには青年会議所やロータリークラブだけでなく、行政
・関係者団体・市民が協働してもっと地域に根付いた運
動をして、外部に誇れる街にできたらすごいことだなぁ
と思います。上尾の魅力はなかなか発掘できないので、
発掘が難しいなら逆に創ってしまった方が簡単かなぁ
とＪＣの委員長のときに考えたのですが、そのためには
ＪＣだけでなく、商工会議所青年部だけでもなく、いろい
ろな垣根を越えて地域の人 と々交流・協働して、文化セ
ンター近くで蛍が見られるようになれば、有名なスポッ
トになるのではないかなぁと考えています。
　上尾ロータリークラブという素晴らしい団体が上尾
にあると市民の方々に知ってもらうために、オンリーワン
のまちづくりが出来たらいいなぁと思います。

スマイルスマイル
齋藤博重会長　深澤会員、卓話ありがとうございます。
富永会員　　　介護付老人ホームを島村パスト会長のところで80
　　　　　　　部屋作っていただきました。10月１日オープンです。
　　　　　　　テニスクラブの横です。よろしくお願いします。
斎藤修弘会員　10月の野球練習、多くの会員の皆様のご参加を
　　　　　　　よろしくお願い申し上げます。
久保田幹事／齋藤哲雄副会長／藤村副幹事／岡野会員／大塚信郎会員／小林会員／
齋藤重美会員／井上会員／村岡会員／尾花会員／大塚崇行会員／島村会員／
深澤会員／樋口会員／須田会員／野瀬会員／宇多村会員／長沼会員／北村会員

AGEO ROTARY CLUB

幹　事　報　告
久保田　勲幹事

委　員　長　報　告
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　◆ＲＩ2770地区ポリオ
撲滅チャリティーゴルフ大
会の組み合わせ表が来て
おります。参加者には案内
を入れてありますのでよろ
しくお願いいたします。
◆先週の臨時理事会を経て入金した広島の土砂災害
義捐金へのお礼状が来ています。
◆帰国学生報告会のご案内が、青少年交換委員会大
塚崇行委員長から来ています。
◆毎月の、会員拡大増強の案内で、第5グループでは当
クラブと北本ＲＣさんのみまだ増強ができていないとな
っていますが、なんとか来月はここに２名の増強ができ
るのかなと思っています。２名にとどまらず、皆様方のご
協力を得て５名、10名と増強できればと思っていますの
でよろしくお願いいたします。

ホビー委員会　斎藤修弘委員長
　前回のゴルフに続いて、
ホビー委員会から10月中
に野球の練習をしたいと考
えています。基本的にナイタ
ーか午後の時間帯で２時
間弱程度の練習を行いた
いと考えています。例会前に何名かの方にはスケジュー
ルを回させていただきましたが、また引き続きご案内を
させていただきたいと思います。親睦をはかる意味で、
一人でも多くの皆様のご参加をお願いいたします。

思いますが、来場者1000名を目標にしております
ので、お一人１０名の動員をお願い致します。
　11月のあげお産業祭の中で、上尾市のキャラクタ
ー「アッピー君」と本宮市のキャラクター「まゆみ
ちゃん」が結婚式をあげることとなっております。
また、本宮市の物産展も開催予定になっております
のでそこでもチラシの配布等もしたいと思います。
　また、会員増強の件ですが、９月末までに紹介し
て頂きますとガバナー公式訪問例会の認証に間に合
いますので、是非紹介をお願い致します。
　話は変わりまして、先日読んだ本で「伝え方が９
割」というタイトルの本でベストセラーになってい
るそうです。少し内容をご紹介いたいと思います。
女性をデートに誘う時、ある人は「デートしてくだ
さい」とストレートに誘い、ある人は「驚くほど旨
いパスタの店があるけど、行かない？」と誘います。
言うまでもなく、後者の方がＯＫをもらえる確率が
上がるわけです。このセリフには、いわゆる「伝え
る技術」が意図的に盛り込まれていて、その技術に
ついて事細かに解説されているといった、とても実
践的で面白い内容の本でした。
　伝え方で大きく変わるということで、先日観た番
組でとあるお店で、大量の缶ジュースを仕入れたそ
うです。ところがそれは、まずくて飲めたものでは
なく、当然売れ残ってしまったそうです。ろくに試
飲もしないで、安さに飛びついて大量に飛びついて
大量に仕入れてしまったと後悔したそうですが、思
い悩んだ末にある奇策が浮かんだそうです。奇策を
試したところ、思惑通りに在庫が一気に数を減らし
たそうです。その奇策とは「罰ゲームにどうぞ」と
貼り紙でした。女性をデートに誘う時もそうですが
「お願いする側だけの主張」だけでは、なかなか相
手に聞き入れてもらえず「お願いされる側が関心や
興味」をもってもらえるような内容があって初めて
聞き入れてもらえる可能性があがるということです。
まさに「伝え方が９割」大切だということです。
　日常生活の様々な場面でも伝わりづらいことが多
くあると思いますが、上手く伝えられたら間違いな
くすべてが円滑になるのではないでしょうか。そう
は言いましても私もまだまだ伝える力が乏しいです
ので、日々勉強したいと思います。ロータリーデー
の動員に会員増強に関しましても周りの方々に上手
くお伝え頂きまして目標を達成出来ますようにご尽
力を賜れればと思います。宜しくお願い致します。
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例会主題　会員卓話
深澤　圭司会員

　『上尾と私』ということで
お話しさせていただきます。
私のプロフィールからお話
しします。75歳の父親は左
官業を行っていました。い
まは大好きな鮎釣りを本日
もしていると思います。母親は60歳で、私が34歳のとき

　だいぶ涼しくなりました。
先週日曜日、米山記念奨学
生の皆さんと老人ホームに
奉仕活動に行ってきました。
それぞれチームに分けか
れて踊りやファッションシ
ョーなどをしました。お年寄りの方と一緒に食事の手伝
いをして、ボランティアよりは自分たちがいろいろなこと
を学んだと思いました。
　ランチなしの活動だったのでみんなお腹がすいたの
で、食事の時に本当に美味しくランチを頂きました。今ま
で米山記念奨学生同士で交流はなかったのですが、み
んなが一つになれるような経験をして、これをきっかけ
に携帯電話のメールアドレスを交換し友達になった気
がしました。奨学生になって約６カ月、半分がたっている
ことが寂しい気がしました。
　踊りが下手なので委員会の皆さんにダメだしをもら
い、１１月の地区大会では完璧にやりなさいと反省会を
しました。がんばって地区大会で披露したいと思います。

米山記念奨学生　　朴　秀昡さん

に癌を患い他界しています。私は現在48歳で兄弟は、１
歳上の姉が銀座で働き、6歳年下の弟が同じ会社で働
いています。兄弟で会社をしているとなかなかうまくい
かず、磁石の同極のように相反してしまって会社のムー
ドにも影響がでますので、改善していきたいと思います。
　弊社は「下水管理工業」といいます。先代の母親がつ
けた名称ですが、できればクリーンなイメージにしたい
と思っています。仕事の内容は河川・道路の雑草刈り、
側溝清掃、貯水槽清掃、ビルメンテナンス（上尾図書館
の定期清掃）をしており、昨年1級管工事施工管理技士
を取得して、今後は管工事の展開をしていきたいと思っ
ています。一般廃棄物収集運搬業（事業系）ごみの回収
もしています。下水道の維持管理は、平成25年度、国か
ら長寿命化計画の策定を終わりにすると補助金ででき
る制度があり、上尾市の長寿命化計画を策定し、現在
は特殊なＴＶ調査（管渠内テレビカメラ調査）の仕事を
しています。震災の後は東北に行ってＴＶカメラで調査
をしました。埼玉県下でＴＶカメラを持っている会社は
多くないので調査の仕事を充実させていきたいなと思
っています。下水道は大口径の特殊なダンビー工法を
手掛け、平成24年度は島村パスト会長の島村工業さん
の補修工事を施工させていただきました。
　会社の話はこれくらいで生い立ちについて紹介します。
生まれは東京の千駄木ですが、2～3歳ころに上尾の上
平に引っ越してきました。幼少の頃の上尾は、夜は暗く、
主要な道も砂利道でした。夜はカブトムシや蛍がいて自
然に恵まれているなと思いました。
　上尾についての郷土愛やオンリーワンのまちづくりと
いうことをよく聞くと思いますが、それに深くかかわりあ
いになったのは埼玉中央青年会議所に2000年に入会
した頃です。私の母親が亡くなり半年間はＪＣ活動はで
きなかったのですが、齋藤会長が2001年度の予定者
の頃で、いよいよＪＣを引っ張っていく頃、私も奮起をし
ました。当時、上尾は合併する・しないの議論があった
頃です。ＪＣはビラをポスティングすることになり、私は
小敷谷地域の担当でした。上尾を回っていると商工会
議所の富永会頭（当時）との出会いがあり「あんたのよく
顔を見るね」と声をかけられました。合併の件では、上尾
は住民投票の結果、合併しないという結論になりました。
　４年後にまた上尾について考える機会がありました。
2004年度、38歳の私は上尾の『魅力あるまちづくり委
員会』の委員長に就任しました。この役職の前任は今の
久保田幹事でした。委員長になったとき、今まで２委員
会あったものが１つにまとめられ、１年間に７事業を行
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