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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。
国際ロータリー第2770地区幹事木村亮様、（株）セレモニー芳賀克
久様、ようこそお出で頂きありがとうございます。また本日理事会で
承認を頂きますが、米山記念奨学生のチョウドリ・イムルル君をお世
話することになりました。よろしくお願いします。先週は、献血お疲
れ様でした。雨の中、多くの方に献血をして頂くことができました。
さて、先週は「世界で一番貧しい大統領」と呼ばれたホセ・ムヒカ
氏が来日しました。2012年6月に行われたリオ会議（環境の未来を決
める会議）でのスピーチに人々は大きな衝撃を受けました。そのスピ
ーチの素晴らしさに、その内容は本にもなりました。
その一部を読ませて頂きます。「頭の中にある厳しい疑問を声に出
させてください。午後からずっと話されていたことは持続可能な発展
と世界の貧困をなくすことでした。私たちの本音は何なんでしょうか
？現在の裕福な国々の発展と消費モデルを真似することでしょうか？
質問をさせてください：ドイツ人が一世帯で持つ車と同じ数の車をイ
ンド人が持てばこの惑星はどうなるのでしょうか。息するための酸素
がどのくらい残るのでしょうか。同じ質問を別の言い方ですると、西
洋の富裕社会が持つ同じ傲慢な消費を70億〜80億人の人ができるほど
の原料がこの地球にあるのでしょうか？可能ですか？それとも別の議
論をしなければならないのでしょうか？なぜ私たちはこのような社会
を作ってしまったのですか？マーケットエコノミーの子供、資本主義
の子供たち、即ち私たちは間違いなくこの無限の消費と発展を求める
社会を作ってきたのです。マーケット経済がマーケット社会を造り、
このグローバリゼーションが世界のあちこちまで原料を探し求める社
会にしたのではないでしょうか。私たちがグローバリゼーションをコ
ントロールしていますか？あるいはグローバリゼーションが私たちを
コントロールしているのではないでしょうか？このような残酷な競争
で成り立つ消費主義社会でみんなの世界をよくしていこうというよう
な共存共栄な議論はできるのでしょうか？どこまでが仲間でどこから
がライバルなのですか？」また「そして自分にこんな質問を投げかけ
ます：これが人類の運命なのか？私の言っていることはとてもシンプ
ルなのですよ：発展は幸福を阻害するものであってはいけないのです。
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4月28日 卓話 上尾高校
インターアクト部
5月 5日 定款の規定により休会
5月12日 卓話 坂本忠光会員
5月19日 次年度計画
5月26日 親睦旅行に振替
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発展は人類に幸福をもたらすものでなくてはなりま
せん。愛情や人間関係、子どもを育てること、友達
を持つこと、そして必要最低限のものを持つこと。
これらをもたらすべきなのです。幸福が私たちのも
っとも大切なものだからです。環境のために戦うの
であれば、人類の幸福こそが環境の一番大切な要素で
あるということを覚えておかなければなりません。」
来日して行った講演において「あなたが買うとい
うことは、それはあなたの人生の一部の時間、そし
てその時間をお金を稼ぐために費やさなければなら
なかった人生の一部の時間で払っているのです。」
また「浪費する、消費する、買うこと、買い物をす
るということ、例えば、それは必要でしょうか？誰
もそういうことを放棄することはできません。この
文明というものがもたらしたものがあります。ただ
し、ここで問題があります。それはやはり私たち自
身にリミットをつけるということです。それは時間
を得るためです。」
また、このような言葉があります。「貧乏なひと
とは、少ししか持っていない人ではなく、無限の欲
があり、いくらあっても満足しない人のことだ」
今回の来日で広島の原爆資料館を訪問して、「倫
理がない科学は、考えられないような悪の道具にな
る。歴史は、人間が同じ石でつまづく唯一の動物と
教えている。私たちはそれを学んだだろうか。」と
記帳し科学がもたらす悲劇を述べています。この言
葉に私たちは学ばなければならと思いました。
以上をもちまして、会長挨拶とさせて頂きます。
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◆先日は雨の中、献血運動
にご協力をいただきありが
とうございました。午後だ
けの実施でしたが受付人
数が39名、献血できた方
が33名となっています。
ま
た夏にも実施しますのでご協力をお願いいたします。
◆米山記念奨学生 入学式が5月7日（土）午後２時か
らラフレさいたまで開催されます。カウンセラーの関口
会長、関係者の皆様、
ご参加のほどお願いいたします。
◆ソウル国際大会のガバナーナイトの締切が4月22日
となっています。参加希望者は幹事までご連絡ください。
◆21日（木）から甲子園大会へ向けての野球部の練習

が始まります。午後２〜５時に平方の球場で練習をして、
５時からはジョリーテーブルでユニフォーム等の検討を
していきたいと思います。その後は夜例会となります。
ご
協力のほどお願いいたします。

ビ ジター ゲ ストあいさつ
地区幹事（2015-2016）
木 村 亮 様（さいたま新都心RC）
3月31日に地区大会の
前に皆様にお諮りした地区
協議会を行い、地区事務所
の購入が終わりました。
また私の生業の冠婚葬
祭業（株）セレモニーの芳
賀を連れてまいりました。お仲間に入れていただけると
幸いです。地区事務所からは上尾クラブはイケメンが多
いと聞き、我が社いちばんのイケメンを連れてまいりま
した。
どうぞよろしくお願いいたします。

オブ ザ ー バ ー あいさつ
（株）セレモニー 上尾ホール 課長代理 芳賀克久様
皆さん、
こんにちは。昭和
59年3月28日生まれで、先
日32歳になりました。生ま
れは岩槻区で2歳の頃、鴻
巣市（旧吹上町）に引越し、
結婚を機に上尾に来まし
た。小中高は野球部に所属していました。埼玉大学卒業
後、
（株）セレモニーに入社しました。上尾に住んで８年
ですがまだまだ知らない場所が多いので、
もっと上尾と
いう地を知って、上尾という地を愛せるようになりたいと
思います。
どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうご
ざいました。

ロータリー米山記念奨学生 あいさつ
チョウドリ・イムルル君 （バングラデシュ）

皆さん、
こんにちは。私は
バングラデシュから来まし
た。文教大学４年生です。
バングラディシュには国
際ロータリー第2770地区
のロータリアンさんが作っ
てくださった学校があります。名前もロータリー・ベタギ
・ユニオン・ハイスクールといい、私はその学校の卒業生
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です。上尾クラブさんが世話クラブと決まってから、学校
の記念誌に載っている支援者から上尾クラブさんの方
がいらっしゃるかなと名前を探したら、富永さんと吉川
さんのお二方がいらっしゃいました。
もしかしたら会え
るかなぁと嬉しくなりました。
これから１年間、
どうぞよろしくお願いいたします。

例会主題〜会員卓話

領土・領海問題〜日本の真の姿の探求

門崎 由幸会員
卓話は、前回「自分史」を
お話しして２回目になりま
す。
「自分史」の中でも私が
所属していた青年会議所
での領土・領海問題につい
て触れましたが、今回はパ
ワーポイントの資料をご覧いただきながら私が経験して
きたことをお話しさせていただきます。
最近のニュースではロシア外相が「北方領土４島が
すべて交渉対象になる」
と表明しましたが、
まずは平和
条約締結後、歯舞・色丹の２島の返還が先となるようで
す。ぜひとも４島が１日も早く返ってくることを期待して
います。
私は１０年前、日本青年会議所の領土・領海問題委員
会の委員長でした。北方領土のほか、竹島・尖閣諸島の
領土問題等も担っていました。領海では、国際法で排他

的経済水域が制定され、それがあるためにいろいろな
問題が発生しています。日本は国の大きさは世界59位
と小さいですが、東西南北に6,852の島が広く点在し排
他的経済水域は世界第６位になっています。領海と排
他的経済水域は別のもので、領海は12海里（約22km）
まで、排他的経済水域は200海里（約370km）
までと定
められています。排他的経済水域は、水産物・海底資源
の開発ができる範囲になりますが、いちばん大事なこと
はどのように環境を破壊せずに管理できることだと思い
ます。
日本の領域は、原則的には1945年のポツダム宣言およ
び1951年のサンフランシスコ平和条約で決められたも
のです。竹島や尖閣諸島も日本のものと明記されていま
す。中国は太平洋にでたいのが目的で、海底のガス田は
だいぶ開発したようです。日本も今後速い対策が必要な
のかなぁと思われます。
また海はどこでもつながっているので、中国の環境汚
染にも対策を練らなければならないのかなと思います。
日本は島国で、輸送をすべて海からに頼っているので
、将来を担う子供たちには、
しっかり日本の真の姿を理
解していただきたいなと思います。
１０年前の写真を
ご紹介します。安倍
現首相や、小池百合
子（当時）大臣、王監
督など著名な方々と
もご面会させていた
だきました。

さて別の話ですが、
「げんきネットワーク」
という団体に
も所属しています。島村会員がこの団体の会長で、齋藤
博重会員が副会長のほか、大勢のメンバーの方にご参
加いただいています。5月22日（日）に「こども相撲 上
尾・伊奈場所」
という事業が埼玉県立武道館で行われ
ます。上尾伊奈地域の120名の小学生が集まって相撲
を行います。目的は、勝つことの喜びや負けることの悔し
さを体験し、相手を思いやる心を育む少年育成です。ぜ
ひご覧いただければと思います。
また産業祭でブース出
展するほか、今後はさまざまな事業を展開していく予定
ですので、メンバーに加わっていただけると幸いです。

門崎会員、卓話 ありがとうございました！

スマイル
地区幹事 木村亮様 本日は我社セレモニーの一番のイケメンを連れて参りました。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。

小林会員 母の葬儀にご弔意をいただきましてありがとうございました。
島村会員 結婚祝 ありがとうございます。

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／
井上会員／村岡会員／萩原会員／尾花会員／名取会員／大塚崇行会員／齋藤博重会員／

齋藤哲雄会員／須田会員／野瀬会員／宇多村会員／長沼会員／斎藤修弘会員／門崎会員
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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）
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