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ロータリーに輝きを

会長あいさつ
　本日も例会に出席を頂きまして有難う御座います。１月は、ロータ
リー理解推進月間です。ロータリーの友には、毎回各クラブの様々な
活動が紹介されております。１月号には、ロータリーの公式ロゴにつ
いて書かれていました。ロータリー旗をはじめ、よく目にするロゴで
すが、決まりがあるそうです。従来の歯車にはゴールドとロイヤルブ
ルーの２色が使われていましたが、新しいロゴの歯車は、ロータリー
ゴールドと呼ばれる黄色１色だけになったそうです。また、公式ロゴ
は、その前に「Ｒｏｔａｒｙ」という文字をロータリーロイヤルブル
ーと呼ばれる色で入れることになったそうです。従来のように歯車だ
けを単独で使うことは出来ませんが、この公式ロゴと合わせて「誇り
のシンボル」と言われる歯車を使うことが出来るそうです。また、公
式ロゴの歯車の直径は１３ｍｍ以上で、「誇りのシンボル」の歯車の
直径は、公式ロゴの歯車の４倍以上にすることが定められているそう
です。実際のところ、我々個人個人がデザインをすることは無いと思
いますが、広報をお願いしております長沼委員長には触れる機会があ
ると思いますので宜しくお願い致します。我々は、ロータリーの公式
ロゴには、色や大きさに決まりがあるということを理解していれば良
いと思います。
　また、濱野ガバナーは、１月のガバナー月信の中で、ロータリーっ
て何？と１００人に聞けば、１００通りの答えが返ってきます。しか
しその原点は「ロータリーの目的」「奉仕の理想」であり、思いやり
の心だと述べております。私も色々な誘惑に負けそうになる時は、ロ
ータリーの目的と四つのテストを読み返して行動しております。意外
と考え直す機会となりますので、是非例会だけではなく活用してみて
は如何でしょうか。
　今日は、尾花さんや須田さんが経営されているコンビニの話をした
いと思います。皆さんご承知の通り、全国どこにでもあるコンビニで
すが、あの限られたスペースに売れ筋商品を選りすぐって陳列してい
る店内を見渡してみますと、様々なヒット商品に出会えたり、売り上
げの最大化を図るために様々な工夫をされています。まず、飲み物コ
ーナーが決まって店内の奥にあります。これは、通りすがりに他の商
品を手に取ってもらいやすくするための工夫です。そして、レジの横
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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 　  3
修正（％）　 　    91.89 　　   （Ｍ・Ｕ）     7

出席率

第２577回
２０１5. 1. 29

上向いてきて、何度か不景気な時はありましたが、今日
はどんなことがおきても心配しなくてすむようになって
います。昭和40年に結婚したので、今年がちょうど結婚
50年にあたります。
　私が49歳の時、ロータリークラブに入れていただき、
素晴らしい方 と々の出会いがありました。その後、第38
代目の会長を務めさせていただいたことも貴重な経験
でした。ロータリークラブでは第31代会長の新井さん
の時に親睦活動委員長を務め、「炎立つ」というNHK大
河ドラマの撮影現場を見に行こうと東北へ親睦旅行に
行きました。当時はご家族を含めて60人くらいの参加
があり、足の不自由な方も参加ＯＫとしたら武蔵野病院
の綱島さんも参加いただくことになり、若いメンバー３
～４人がかりで綱島さんの車いすを山の上り下りで担
ぎとても感激しました。また数年前親睦旅行で伊勢神
宮に行った時にも、現場のＲＣの例会場のホテルで鐘
を借りて点鐘をして、現場のクラブの方から「上尾ＲＣ
ってここまで来てきちっと例会をしてすごいなぁ」と言わ
れ、お礼の手紙をいただいたことを覚えています。
　一昨年の春ごろから歩くのがおかしいと感じMRIを
とり、脊柱管狭窄症と診断されて9月に手術をしました。
背中にはボルトが6本入っています。リハビリを重ねて、
どなたにも気付かれずに済んだかなぁと思っているの
ですが、１つだけ気になるのは、野球部会に参加できな
いことです。上尾ＲＣでは甲子園にも行ったこともある
ので、昨年から復活した野球部会にも参加したいので

於：三代目うなぎ割烹 恵比寿亭
新年例会

すが、まだ腰をひねるのは
本意ではありません。
　現在77歳と4カ月でし
て、男性の平均寿命は80
歳と言われていますので
あと３年です。あと３年は
どう生きようかなと考えて
いますが、金剛製作所の
工場長に尺八を教えてい
ただき今日に至っていま
すので、尺八の仲間づくり
をしていきたいと考えてい
ます。
　ご清聴ありがとうござ
いました。

村岡会員、卓話ありがとうございました！

親睦活動委員会　樋口雅之委員長

地区大会で尺八を演奏
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幹　事　報　告
久保田　勲幹事

委　員　長　報　告

ビジターゲストあいさつ

　◆第10回青少年交換委
員会より第5回派遣候補生
・第6回来日学生オリエン
テーションが、３月１日、カ
ルタスホール会議室で開
催と、ご案内がきておりま
す。深澤委員長、よろしくお願いいたします。
◆青少年奉仕部門からも青少年育成インターアクト事
業について、御礼が届いています。
◆次年度むけ会長エレクトと国際奉仕委員長あてに、
国際奉仕部門セミナーが春日部市文化会館小ホール
で開催されると案内がきております。
◆地区ロータリー財団補助金管理セミナーが２月２０
日、さいたま市民会館おおみや小ホールで開催され、会
長エレクト、次年度の奉仕プロジェクト委員長、社会奉
仕委員長、国際奉仕委員長、ロータリー財団委員長あて
に届いています。

　期末テストが始まり、勉
強していますが、最後まで
がんばってやりたい気持ち
と、ちょっと休みたい気持ち
とで毎日戦っています。皆
さんがいつも支えてくださ
っていることを忘れずがんばります。大学生としてあと２
カ月ほどしかないので複雑な感情があります。いい思い
出になるよう最後まで楽しんでいきたいと思います。

米山記念奨学生　　朴　秀昡さん

　ナイジェリアへの地区補
助金を使わせていただい
た保育器のプロジェクトの
進捗状況です。現在、報告
書をあげた段階で、あとは
ナイジェリアの会長さんの
承認をいただき、当クラブ齊藤博重会長の承認をいた
だくまでとなっております。最終的な結果がでましたらま
た報告させていただきたいと思います。

にさり気なく置かれている「大福」とかちょっとし
た取りやすい商品があります。私も買う気も無かっ
たのに、精算している途中で追加してしまうことが
よくあります。次に店内の照明です。蛍光灯から今
はＬＥＤに変わっていますが、注目する所は、向き
だそうです。入口側から外側に平行に設置されてい
ます。あまり意識していませんでしたが、垂直方向
よりも平行方向に設置する方が、外から圧倒的に明
るく見えるそうです。特に、夜間の明るさには、虫
だけでなく人を寄せ付ける効果があるそうです。し
かし、不思議と虫は、店内には入ってきません。も
ちろん店の前には「バチッ」っと音のする「電撃殺
虫器」が設置されていますがこれだけでは虫の侵入
を防げないそうで、照明に「人の見える光」と「虫
の見える光」の波長が異なるという性質を利用して
虫の反応しやすい光をカットする特殊な加工が施（
ほどこ）されているそうです。これが、人を寄せ付
けて、虫を寄せ付けない「照明」の工夫という訳で
す。そして、雑誌の立ち読みです。間違いなくコン
ビニの雑誌コーナーは、道路に面していますので、
ガラス越しに立ち読みしているお客さんが晒し者状
態になっています。これは、立ち読みをしている姿
を晒すことで、立ち読みを自粛させることが目的で
はなく、店の外にいる人に対して、客がいるという
安心感を与える目的があるそうです。立ち読みのみ
が目的で何も買わない客ばかりでは、店も迷惑でし
ょうが、立ち読み客に通りすがりの人を店に呼び込
む効果があるとなれば、見方もかわります。私は、
遠慮して立ち読みをしませんでしたが、少し協力を
するつもりでやってみようかと思います。
　また、ファストフードでは、ハンバーガーとドリ
ンクを買うだけのつもりが「ポテトもご一緒にいか
がですか」ファミレスでは、「ドリンクバーは、よ
ろしいですか」の一言を言われるとつい頼んでしま
す人も多いそうです。その積み重ねが売上げの大き
な差を生むそうであります。確かに、その一言でつ
い頼んでしまうことはあっても、怒り出す人はいな
いはずです。ならば言った方が良いと思います。
　今日は、工夫について話をさせて頂きましたが、
たまにはそんな目線でコンビニやファミレスに行っ
てみても楽しいと思います。そして、ご自分の会社
で出来るちょっとした工夫を探して頂ければと思い
ます。
　本日も宜しくお願い致します。

2012-13年度　国際奉仕委員会　須田悦正委員長
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結婚・誕生祝い

ご結婚記念日　おめでとうございます！

お誕生日　おめでとうございます！

齋藤博重会員
久保田勲会員
斎藤修弘会員

例会主題～会員卓話　

村岡　武仁会員
『自分史』

　２７日で５０歳になります。最初の会長挨拶で話した
とおり４９歳で父が他界しております。２７日を迎えるこ
とは１０年来の悲願でして、あと数日、がんばりたいと思
います。誕生祝いありがとうございました。

宇多村海児会員

私は６人兄弟の３番目で、兄２人、弟２人、妹１人がいま
す。北浦和、与野に移り、私はほとんど与野で育ちました。
与野の小学、中学の後、高校は県立浦和高等学校を卒
業して、数少ない就職組の１人でした。
　与野にあった金剛製作所というダンプカー、ミキサー
車を作っていた会社に就職しました。300人ほどの社員
がいて、オリンピックの間際までに「作れば売れる」とい
う追い風で景気が良かったです。与野の本社工場だけ
では生産が間に合わず、全国に３～４か所の分工場が
あって、私はそこに部品を送る手配をする仕事をしてい
ました。工場長には尺八を教えていただきました。
　その頃は労働組合の活動も活発なときでした。私の
部署に年上の方が入ってこられて、その方の経歴は北
海道・美唄炭鉱の労働組合の組合長でした。その人が
私に、「村岡さん、これからの時代は労働基準法くらいは
読んでおいた方がいいよ」と言われたんですね。その一
言がちょっと気になって労働基準法を読んでみたら面
白かったんです。昭和49年に私は会社を辞めました。
　現在社会保険労務士を行っていますが、昭和43年に
社会保険労務士法ができて、会社で現場から人事労務
の担当に変わっていたので、試験を受けたら受かりまし
た。当時は10％くらいの合格率でした。
　社会保険労務士にはなりましたが、街に出ても当時
は誰もそのような資格を知りませんでしたので、街に出
て社会保険労務士の宣伝活動を始めました。その頃、吉
池清先生という埼玉県社会保険労務士会の会長と出
会い、その方が浦和東ＲＣ会長経験のある地区幹事で、
当上尾ＲＣの三井田さんと同じ時期に地区幹事だった
ので、三井田さんの紹介で私は上尾ＲＣに入会しました。
吉池先生からは20～30年前に「メンタルヘルスの勉強
をこれからしておいた方がいいよ」と言われたのでそれ
をきっかけに勉強を始め、心理相談員や産業カウンセラ
ーの勉強をして今日に至っているわけですが、その後、
埼玉県の労働部で「心の健康相談」いわゆるメンタルヘ
ルスを開設したのは吉池先生の発案でした。平成７年
に県と一緒に相談室を開設して、吉池先生と私とほかに
も産業医などお医者さんがいて、それ以来ずっと２０余
年相談員をやらせていただいています。吉池先生とはロ
ータリーやメンタルヘルスに携われることになったあり
がたい出会いだったなぁと思っています。
　昭和48年に第一次オイルショックがあり、その頃に社
会保険労務士の仕事を始めたのは、後から考えると良
かったのではないかなぁと思っています。景気の低迷し
ていた頃にいろいろと種を播いたのが、景気が良くなっ
た頃に一気に花が開くわけです。開業してから景気が

　１２日に４０歳になりました。クラブ入会とほぼ同時に
ＹＥＧにも入会し、１年半で約５キロ体重が増えました。
これ以上太らず、健康にロータリー活動を勤しんでいき
たいと思います。

斎藤修弘会員

　１月４日で４９歳になりました。昨年、年男でいい一年
が過ごせたかなぁと思っています。１９６６年生まれの丙
午の年で、本当の年男は次の６０歳の誕生日になるか
なぁと思っています。

久保田勲会員

齋藤博重会員

　１３日に素敵なお花をい
ただきありがとうございま
した。保険の仕事の世界に
入ってから２５年目の節目
の年で、その翌年に結婚し
ましたので、結婚２４年に
なります。私の家内は丙午の生まれですが、今までとり
たてて何かがあったわけではありません。今後も同じよ
うに夫婦手を携えて生きていきたいと思います。

　私は昭和12年9月20日生まれ、77歳と4カ月です。父
は伊勢崎、母は群馬の出身で浅草で所帯をもったそう
です。父の古い写真は、関東大震災で穴だらけのランニ
ングシャツ姿で、父は苦労したんだなあと思いました。


