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会長あいさつ

齋藤 博重会長

本日は、例会に出席を頂きまして有難う御座います。先ほどご紹介
がありましたが、上尾市スポーツ少年団の村田本部長様、近藤副本部
長様、小板橋副本部長様、土屋実行委員長様ようこそおいで頂きまし
た。後ほど、ご挨拶をお願い致します。また、米山記念奨学生の朴さ
ん、ようこそおいで頂きました。
８日には米山記念奨学生終了式がパレスホテル大宮で開催されまし
て私もスポンサークラブの会長として出席致しました。米山カウンセ
ラーの大塚パストガバナーの代わりに奥様も出席をして頂きました。
卒業生全員からスピーチもあり有意義な時間を過ごしました。特に朴
さんのスピーチでは、上尾クラブの例会でスピーチする際には緊張し
ていますと言っていましたが、本当は、緊張などしたことが無く、嘘
をついていましたとカミングアウトをして爆笑が起こりました。後ほ
どのスピーチが楽しみです。
さて、昨日で東日本大震災から４年が経ちました。テレビや新聞で
報道を皆さんご覧になったと思いますが、まだまだ復興には相当時間
が掛かりそうです。昨年、上尾ＲＣと大宮中央ＲＣの合同例会で本宮
市の 松市長のご講演を賜り物産品の展示即売会を開催させて頂き、
多くの皆さんにご協力を頂き、復興の支援をさせて頂きましたが、継
続的に行う必要性も感じております。
一方、震災の時に小学生だった女の子が中学に入ってソフトボール
を始めて全国大会に出場するまでに成長して、今年の４月から県外の
高校へ特待生で入学する予定で、将来は学校の先生になって地元に戻
ってくるという夢を語っていました。頑張っている子もいるのだと感
動も致しました。
さて先週は第５グループのＩＭから始まり、地区のセミナーなど忙
しくされている会員の方も多いと思います。大塚委員長と樋口委員に
おかれましては、青少年交換学生を京都、奈良へと引率され、ご苦労
様でした。
また、上尾ロータリークラブでは、昨年度より上尾市スポーツ少年
団の村田本部長様を始め、関係者の方々のご尽力を賜りまして、女子
のバレーボール大会に上尾ロータリー杯と冠をつけさせて頂き運営を
して頂いております。ロータリーのプログラム以外でも地域の子供た
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ちの為に皆様の浄財が有効に利用をされております。
スポーツとは陸上競技、水泳、各種球技、スキー、
スケート、登山などの総称と言われております。私
自身も子供の頃から野球をやっていましたが、小学
生の時代、中学生の時代、高校生の時代とその時代
時代でスポーツを通して学んだことが、振り返って
みますと今の自分にとっては大きな影響があったと
感じております。子供たちにとりましては、スポー
ツに限ったことだけではありませんが、人と人との
繋がりが非常に大切で挨拶や礼儀、思いやり心を育
んだりと人間形成に大切な時間だと思います。そう
いった意味からも地域の大人が子供たちに様々な機
会を提供してあげることが大切なことだと思います。
私も当クラブの島村さんが代表を務めて頂いており
ます元気ネットワークという団体に所属をしており
まして、上尾市、伊奈町の小学生を対象に毎年、県
立武道館の相撲場をお借りして子供相撲を開催して
おります。こちらは、青年会議所が主催しておりま
す両国国技館での本大会への予選会も兼ねておりま
して、過去には、上尾から本大会へ出場した子供も
います。運営の為に、会費も徴収しておりますが、
秋の上尾産業祭にも出店をして売り上げを全て大会
に充てております。今後は、上尾市スポーツ少年団
様とも連携が取れたら幸いで御座います。
いずれにしましても先日起きました悲惨な事件が
起きないためにも地域の大人が子供たちと関わりを
持つことが必要であると思います。
昨夜は、大変お世話になり影響を受けました先輩
のお通夜に出席しまして改めて思いましたが、人生
において社会に出て学ぶことが多いですが、子供の
時にしっかりと尊い命を守ることも含め道徳を教え
ないといけないと思います。そんな意味からもロー
タリアンの皆さんは、様々な活動をされております
が、今一度地域の子供たちの活動にも目を向けて頂
けたらと思います。
最後になりますが、来週の１９日は、富永出席委
員長が１００％例会を掲げられております是非皆様
の出席をお願いすると共にお声掛けも宜しくお願い
致します。
以上をもちまして、会長挨拶と致します。
本日も宜しくお願い致します。有難う御座いました。
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◆ペットボトルキャップ
回収事業におけるポリオプ
ラス寄付金送金について
報告が届いています。当ク
ラブは２月中旬にキャップ
を回収していますので、今
回の報告書には掲載されていませんが、次回の報告書
には掲載される予定だと思います。
◆2015-年地区研修・協議会のご案内が届いています。
次年度の担当者はご出席のほどをお願い申し上げます。
◆4月2日に献血を上尾駅東口にて行います。赤十字血
液センターさんから、血液が足りないので、会員の方々
にも日ごろの薬の服用についてなど体調を整えてご協
力していただきたいとお願いされています。
よろしくお願
いいたします。

ロータリー米山記念奨学金授与
米山記念奨学生

朴

秀昡さん

米山の終了式の日は緊張して、自分が何を話したか
よく覚えていません。あらためてこの場をかりて、齋藤博
重会長さんと大塚パストガバナーの奥様に感謝を申し
上げます。今週の土曜日は聖学院大学の卒業式があり
ます。終了式や卒業式で終わる感じですが、そうではな
く、
これが新しいスタートだと思っています。先が見えな
い時がありますが、自分一人ではなく、いつも皆さんが
一緒にいてくださることを忘れないでこれからも頑張っ
ていくつもりです。4月以降の例会にも時間をつくって参
加しに来ます。
これからもよろしくお願いいたします。
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座に会社があるのですが、アメリカのＡＧＩという会社
の副社長もやっていて、日本で展開しているのが自分の
会社です。
もともと板橋区で生まれた私ですが、転々と引っ越し
ていて、いま上尾に定着しています。上尾はとても暮らし
やすいと感じています。その要因はインフラの問題、商
店街、そしていちばん大事なのは“人”だと思います。自
分が住んでいるマンションの自治会で理事長も務めて
いたこともあるのですが、外との交渉で、上尾の方々は

例会主題〜卓話

ビ ジター ゲ ストあいさつ
東京西北ロータリクラブ 福島正信会員

はじめまして。東京西北
RCの福島と申します。
と言
いましても実は上尾市に在
住していて、自宅はこの会
場から徒歩５分ほどの場所
にあります。縁があって東
京西北ＲＣに入会したのですが、いま会社があるのが
銀座でして、銀座の事務所の同じフロアに東京中央ＲＣ
の事務局があり、隣の税務署の先生が東京ＲＣの会員
ということで日々、東京中央ＲＣに来ないのかとプレッシ
ャーを受けながら東京西北ＲＣのままでいます。
東京西北ＲＣに入って４年目で、東京の地区の中で
は７番目にできたクラブということで歴史があります。
も
ともと西北と言う名前がついたのが当時、早稲田大学の
総長が代々入会していたらしくて、それで「西北」
という
名前をつけてアメリカの国際ＲＩに申請したところ、それ
は「北西」の間違いだと言われ、納得してもらうのに結構
時間がかかったと聞いております。
西北ＲＣは月曜の昼間に新宿の京王プラザホテルで
例会が行われるのですが、少々出席率が低いので、私も
なるべく他のクラブでメークアップしています。
会社の業務は、何に対してでも
「時間を短縮する」お
手伝いをさせていただいていて、いちばんすごい事例と
しては２８日かけて作っていたものを４日にしました。銀

上尾市体育協会 上尾市スポーツ少年団
本部長 村田喜代汰様
みなさんこんにちは。
ま
ず皆さま方にご支援してい
ただいたお礼と、今年上尾
市スポーツ少年団がおか
げさまで創立50周年を迎
えることができ、記念事業
に伴う協賛金のお願いに本日お訪ねしました。
先程、齋藤会長様からご紹介いただいたように、バレー
ボールとソフトボールの大会に上尾ＲＣの冠をつけてい
ただき、
ご支援をいただいて盛り上げていただきありが
とうございます。そして皆さま方にお配りした趣意書を
お配りさせていただき、本日お願い申し上げに参った次
第です。
現在、上尾市スポーツ少年団は、サッカー、バレーボー
ル、
ミニバスケット、
ソフトテニス、野球、
ソフトボール、空
手道、
ドッジボールの８種目で、
４９団があります。団員
は約１７６０名、指導者は約９２０名の団体です。少子
化や昨今の事情により団員は減少の傾向にあります。
趣意書に記載のとおり、記念事業は10月17日（土）に上
尾運動公園陸上競技場において、スポーツ・レクリエー
ションフェスティバルを開催し、
また11月21日に上尾市

文化センターで記念式典と、東武バンケットホールで祝
賀会を開催する予定です。ご協賛いただいた個人、法人、
団体等のお名前は記念誌へ掲載させていただきます。
趣意書の趣旨をご理解の上、格段のご支援ご協力を賜
りますようお願い申し上げます。

村田本部長様、卓話ありがとうございました！

スマイル
齋藤博重会長／久保田幹事／藤村副幹事／武重会員／
大塚信郎会員／村岡会員／萩原会員／村岡会員／
尾花会員／大木会員／名取会員／島村会員／関口会員／
野瀬会員／宇多村会員／長沼会員／斎藤修弘会員／
北村会員／門崎会員

広島・京都・奈良ツアー

出席率
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3
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RI2770地区 青少年交換委員会 大塚崇行委員長 樋口雅之会員

２０１5年 3月 6〜8日

RI2770地区 青少年奉仕部門 青少年交換委員会が、留学生16名とローテックス5名ロータリアン4名の総勢25名
で、
３日間の広島・京都・奈良ツアーに行ってきました。宮島、原爆ドーム、平和井記念公園、寺町京極商店街、わら天
神、金閣寺、清水寺、東大寺、法隆寺などを観光・散策。日本の文化・歴史を学習し、
また留学生同士がいっそう親交
を深めました。
（写真提供は上尾ＲＣ大塚崇行委員長、樋口雅之会員）
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