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9月24日 日韓親善会議報告
地区国際交流委員会
大木 保司委員長
米山記念奨学生卓話
周 彬 君
10月 1日 卓話 地区社会奉仕
部門委員長 大杉能弘様
10月 8日 公式訪問準備
ガバナー補佐・大國博様
10月15日 ガバナー公式訪問
地区ガバナー・井原實様
10月22日 卓話2014-15年度
青少年交換留学生
島村江里香さん
10月29日 認知症サポーター
養成講座（時間延長）

関口 和夫会長

皆さん、こんにちは。本日も、ご出席ありがとうございます。今週
は、9月11日にグランドプリンスホテル新高輪で開催された第13回日
韓親善会議に大塚パストガバナー、地区国際交流委員会委員長の大木
パスト会長、島村パスト会長、藤村幹事と出席しました。ソウル国際
大会に向けて、日韓のロータリアンの交流が行われました。会議につ
いては大木パスト会長に、後日報告をお願いしたいと思います。
今回の台風による豪雨、皆さんの中で雲の並び方が線上になりずっ
と留まり続けることに疑問に思った方がいらっしゃるのではないでし
ょうか。テレビ等の報道によれば、バックビルディング現象が起こっ
ているためと考えられます。ウィキペディアによれば、気象庁の定義
で局地的大雨は、単独の積乱雲によってもたらされる数十分の短時間
に数十ミリ程度の雨量の雨のこととされます。集中豪雨は積乱雲が連
続して通過することによってもたらされ、数時間にわたり強く降り、
百ミリから数百ミリの雨量をもたらす雨で局地的大雨が連続するもの
とされます。通常の積乱雲の塊は、水平方向に5〜15キロの広さで、寿
命は30〜60分ほどで、雨はその中で30分程度しか続きません。ところ
が、集中豪雨は大気が不安定等の条件が整うと、寿命が限られた積乱
雲が世代交代をして次々と発生し、発達して、その積乱雲郡が連続し
て同じ地域を通過することとされます。
今回の現象は2014年8月に広島市で土砂災害が発生して多くの犠牲
者がでた豪雨と、同じ現象と見られています。バックビルディング現
象とは、成長期、成熟期、衰退期の様々な積乱雲が線上に並びつつ風
の方向に移動しており、成熟期や衰退期の積乱雲から冷気外出流によ
り移動方向とは反対の風上方向に新たな積乱雲が生まれることです。
すなわち風上で積乱雲が連続して発生して、風下では雨が激しく降り
続ける現象です。この現象の要因としては、下層と中層の風向きが同
じで、下層が弱く、中層が強いこと。下層の積乱雲が消滅期に冷気域
ができ、これに乗り上げる形で風上に上昇気流が出来て新たな積乱雲
が発生します。下層の風が弱く冷気域の広がりが抑えられていればこ
れがほとんど移動しないため、長時間同じ所から雲が湧き続け、中層
の強い風によって積乱雲本体は同じ方向に流され続けるので、長時間
同じ所に雨が降り続けることになります。今回の現象は台風によって
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太平洋から暖かい湿った大気が流れ込み、西からの
冷たい偏西風がコースを変えたことが考えられます。
これからの気候は、地球温暖化による影響から目ま
ぐるしい速さで変わってきている様です。皆さんも、
新たな災害への備えをして頂けたらと思います。
以上をもちまして、会長挨拶とさせて頂きます。

例会主題
横山

会員卓話
泰史会員

花のモナミの横山です。
私の生い立ちをお話しした
いと思います。
私は昭和49年2月22日
にさいたま市大宮区大成
町で生まれました。私の実
幹 事 報 告
家は鉄道博物館から歩いて２〜３分のところにあり、
し
藤村 作幹事
かも鉄道博物館と電話番号が１つだけ違うので間違い
電話がよくかかってくるそうです。
◆全国ローターアクト研修
幼稚園はさいたま市西区宮前の方にある、親戚の、の
会が来年3月17日〜21日
はら幼稚園に通いました。幼稚園では砂遊びが好きで
に行われ、ロータリーメン
ずっと掘っていたら指８本の爪がはがれていたそうです。
バーの方の登録もよろしく
小学校は大成小学校に行き、低学年の時は友達の家
お願いします、
との案内が
のレコード板に乗って壊してしまったそうです。親には
届いています。場所は京都
今でも迷惑をかけているので頭が上がりません。高学
になります。
年になった時にサッカーを知り、無邪気にサッカーに取
◆大宮RCからのご案内です。先日お越しいただいた際
にも仰っていましたが60周年記念ゴルフコンペに、上尾 り組んでいたところ、西ドイツのベッケンバウアーの後継
クラブからも１組参加してほしいとのことです。今月29日 者と言われたカール・ハインツ・ルンメニゲのサッカー
教室に当り、サッカーマガジン等に見開きで掲載されま
（火）に鴻巣カントリーで行われます。
した。
◆地区大会の案内が来ています。11月14・15日に開催
中学校は大成中学校に行き、その頃は身長が
されます。場所は１日目が浦和ロイヤルパインズホテル、
140cmくらいで伸びず、体重は60kgあり、サッカーは続
２日目がさいたま市文化センター大ホールです。皆さん
けていましたがスランプ気味でした。ただ走らなくても
のご参加をよろしくお願いいたします。
足先の技術が認められ、大宮光陵高校という新設校に、
◆野球部会について皆さんのご意向を後日アンケート
いま埼玉県サッカー協会の理事をしている顧問の方に
で伺いたいと思います。
目をつけていただき来てほしいと言われたのですが、公
立高校なのでスポーツ推薦などなかったため勉強に励
み、光陵高校に入学しました。高校１年の頃、一気に
20cmくらい身長が伸び、高校１年生の時の思い出は、
夜中に膝の骨がギシギシ伸びていく音です。光陵高校
は少し特殊な学校で、外国語コースに入り、
フランス語
や中国語も勉強しました。サッカーは新設校なのであま
り勝てませんでしたが、運良くいろいろな大会で活躍で
き、その結果、大学も城西大学にサッカー推薦で行くこ
とが決まりました。ただ大学１年の終わりに膝を壊し、西
大宮病院のドクターに「このままサッカーを続けるなら
プロにはなれない」
と言われ、サッカーを断念し次のこ
とを楽しもうと思い、城西大学をやめました。やめて１年
間、
ワーキングホリデーを利用してカナダに行きました。
英語の勉強をしながら喫茶店で働いていたのですが、
１年の予定が２年弱になり、そこで人生の転機があった
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のかなと思い、一般の方に認められるにはやるべきこと
をやらなければいけないと思い、再び大学進学を決意し
て予備校に通い、専修大学に行くことになりました。大
学では勉強もしましたがよく遊び、スノーボードにもは
まって、当時の友人とは半年に１回ペースで会っていま
す。
サッカーは一度諦めたのですがサッカーはすごく好き
で、専修大学では同好会を作り、サッカーマガジンなど
雑誌が主催する同好会の大会に登録して、関東地区で
優勝しました。大学は４年間単位を落とさず無事に卒業
しました。就職活動が難しい時代になりましたが、いろ
いろなものにチャレンジしようと思い、高級スーパー、高
級ファッションブランド、自動車ディーラーなどに内定を
いただきました。そして入社したのは埼玉縣信用金庫で
す。信用金庫ではさいたま市の三橋支店に５年間勤務
しました。はじめは内勤でしたが３年目から営業になり、
名を残したいと思い仕事に励んで、
４年目には埼玉県下
での営業成績が11位になりました。11位で残念だなと
思っていたら、上司から10位以内に入っても１位でない
と認められないぞと言われ、次の年、全店で１位をとる
ことができました。銀行では長く同じ支店にいられず、
６
年目に本店営業部に異動になりました。本店営業部は
熊谷にあり、埼玉県では南部と北部で企業の内容が違
って驚いたのですが、
ここで営業成績をがんばったら目
立つだろうなと思い、そこから６年目、
７年目と連続して
１位の成績をおさめました。そこから融資担当に移り、
いろいろな社長さんと知り合い、勉強をさせてもらって、
経営者側の世界に行きたいという気持ちが芽生えまし
た。
信用金庫勤務１年目に、今の花のモナミのお嬢さんと
結婚していて家業を継いでほしいと言われていたので、
私の実家とも相談し、花のモナミに入社することに決め
ました。私は負けず嫌いな性格で、他のスタッフから、な
ぜ入ってきたのかと言われないようにするために、
まず
都内の有名な花屋に１年間修業のような形で、給料は
安くていいから花屋の経営を教えてほしいと頼んで受
け入れられ無我夢中で働き、その後、花のモナミで働く
ようになりました。
地域とのつながりを求め、上尾商工会議所青年部に
入会しました。そこで素晴らしい、気の合う友達ができ、
第２の宝物になった思っています。そこからロータリー
クラブにも入会し、人生の大先輩の皆様とお話しさせて
いただいて勉強させていただいている次第です。現在、
花業界の埼玉支部の理事をしていて会合が木曜のため、

ロータリークラブの例会になかなか出席できていませ
んが、理事をはなれたらまたクラブの方に出席したいと
思います。
また現在私は花屋のほかに、青年部の気の知れた仲
間で新規に葬儀会社を作り４年が経ちます。公営の斎
場を利用して、
リーズナブルな葬儀を提案しています。
これからの目標は上尾駅近くで経営しているので、上尾
の市街地の賑わいに役立てるようなことをして街を盛り
上げながら、花のモナミもがんばっていきたいと思いま
す。
ご静聴いただきありがとうございました。

日持ち性向上対策
品質管理認証マーク
〜お花を長持ちさせる
お店の制度に合格
されているそうです〜

横山会員、卓話ありがとうございました！

上尾商工会議所発行
情報紙『あぴお』9月号
「ロータリ−の窓」に
当クラブを掲載しました。

スマイル
尾花会員 災害が少ない事を祈ります。
横山会員 卓話の依頼 ありがとうございました
関口会長／久保田副会長／藤村幹事／樋口副幹事／武重会員／岡野会員／
大塚信郎会員／小林会員／富永会員／齋藤重美会員／井上会員／村岡会員／
名取会員／齋藤博重会員／須田会員／野瀬会員／長沼会員／
斎藤修弘会員／北村会員／坂本会員
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