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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。
5月1日より上尾ロータリークラブではクールビズとさせて頂きます。
今年のクールビズは5月1日から9月30日となっています。どうぞ、皆
さんのご理解をお願いします。米山記念奨学生のチョウドリ・イムル
ル君ようこそ。今週は5月8日にラフレさいたまで、2016学年度ロータ
リー米山記念奨学生の入学式がありました。大塚パストガバナー、島
村パスト会長、久保田会長エレクトと出席しました。奨学生は継続性5
名、新規奨学生26名の31名です。
奨学生は3分間スピーチがあり、
チョウドリ・イムルル君は素晴ら
しいスピーチをしてくれました。
米山記念奨学部門担当諮問の大塚
パストガバナーより、奨学生をお
客様ではなくメンバーと同じよう
に例会で働いてもらいたいと、ご
挨拶がありました。上尾ロータリ
ークラブでも、周君もそうでした
がメンバーと同じように受け入れ
たいと思います。
さて、今月は青少年奉仕月間で
す。「ロータリーの友」では、青
少年奉仕の記事が掲載されていま
す。上尾ロータリークラブもスポ
ーツ少年団のソフトボールとバレ
ーボールの大会を後援しています。
皆さんも、是非大会を見学して下
さい。
先日、地区研修・協議会の報告でお話しましたがロータリー財団創
立100周年の祝賀行事は、来年の6月行われます。それに向けてソウル
国際大会に始まり、2017年のアタランタ国際大会で最高潮を迎えます。
RIの解説によれば1917年、アーチC.クランフRI会長がアタランタ国際
大会で「世界によいことをするために」基金の設置を提案しました。
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親睦旅行に振替
卓話 芳賀克久会員
卓話 大塚崇行会員
クラブフォーラム
（時間変更）
6月23日 卓話 深澤圭司会員
6月30日 最終例会
（時間・例会場変更）
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1917年カンザシシティ・ロータリークラブからの
26ドル50セントの寄付から始まりました。この基
金が1928年に「ロータリー財団」と名付けられて
国際ロータリー内の新しい組織となり、現在のロー
タリー財団に至っています。1929年に、財団は初
の補助金500ドルを国際障害児協会へ贈りました。
1947年に、ロータリー創設者のポール・ハリスが
亡くなり、多くの人々から国際ロータリーに寄付が
寄せられました。この寄付は「ポール・ハリス記念
基金」となって、その後のロータリー財団の発展の
ために役立てられました。1947年に財団初のプロ
グラム「国際親善奨学金」を開始しました。1965
〜66年「研究グループ交換」、「技術研修のための
補助金」、「ロータリー財団の目的を果たす活動の
ための補助金」の3つのプログラムを開始しました。
1978年に「保健、飢餓追放、人間性尊重補助金プ
ログラム」開始し、プロジェクトの第一号として、
フィリピンの600万人の子供たちにポリオの予防接
種を実施しました。1985年に全世界でポリオの撲
滅を目指す「ポリオプラス・プログラム」を設置し
ました。1987〜88年に初めて平和フォーラムが開
催され、「ロータリー平和フォローシップ」創設の
きっかけとなりました。2013年に世界中のロータ
リアンがグローバルなニーズに応えられるように、
新しい補助金モデル「地区補助金、グローバル補助
金、パッケージ・グラント」が導入されました。ど
うか皆さんも、ご寄付をお願いします。
以上をもちまして、会長挨拶とさせて頂きます。
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部門、8/6奉仕プロジェクト部門、8/7管理運営部門とな
っています。それぞれの担当の方、出席のほどお願い申
し上げます。
◆ロータリー財団100周年特別企画ということで財団
学友シンポジウムが7月10日（日）に越谷北部市民会館
で開催されます。参加されたい方はぜひよろしくお願い
いたします。
◆ソウル国際大会のスケジュールが古賀会員から届き
ました。詳細につきまして本日の理事会で承認いただい
て参加者の皆さんに予定を連絡したいと思います。
よろ
しくお願いいたします。

委員長報告
地区国際交流委員会 大木保司委員長
本日ガバナー月信が配
られましたが２〜４ページ
にかけて国際奉仕事業の
報告が掲載されています
のでご一読いただければと
思います。
また前回の例会では、
「韓国の地区大会に参加し、
RI.D3750地区とRI.D2770地区の交流会の調整をし
てきます」
と申し上げたのですが、いろいろな事情を鑑
みて中止になりました。
またガバナーナイトの立派な会
場を下見してきました。10名掛けのテーブルを５０台、
５００名の宴席を予定しており、各テーブルにワイン３
本を用意しました。参加者の皆さん、ぜひお楽しみいた
だければと思います。
よろしくお願いいたします。

告

作幹事

◆訃報です。当クラブの元
会員だった境田隆一さん
が5月9日に逝去されまし
た。通夜、告別式は週末の
14日・15日になります。
◆地区の青少年交換委員
会から、次年度の交換留学生は２０名の募集を考えお
り、推薦をお願いします、
とのことです。
◆情報委員会からです。本日18:30〜「なすび」で情報委
員会が開催されます。ご参加よろしくお願いいたします。
◆次年度の部門セミナー詳細が発表されました。7/2広
報部門・会員増強維持部門、7/16ロータリー財団部門、
7/17米山記念奨学部門・学友部門、7/30青少年奉仕
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例会主題〜会員卓話
坂本 忠光会員

樋口雅之 次年度幹事
次年度幹事として２点ご
連絡させていただきます。
１点目は「次年度 年度
計画書への各委員会記事
事項について」
というお願
いをお配りしています。各
委員長予定者さんはご記入と返信をお願いいたします。
２点目は「次年度委員長予定者会議のご案内」です。
6月2日（木）18:30〜「なすび」で開催を予定しておりま
すので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

チョウドリ・イムルル君

先週から母国バングラデシュの紹介を少しずつ始め
ました。今週は皆さんのお手元にプリントを持参しまし
た。国の面積は日本の約２／３で、人口は1億5000万人
です。バングラデシュとはベンガル人の国という意味で
す。国旗は日本の日の丸と似ていて、赤が昇る太陽、緑
が豊かな大地を表します。
歴史では、古くから文明が発達し、紀元前４世紀のマ
ウリヤ朝から６世紀のグプタ朝まで数々の王朝の属領
でした。
もともとは仏教の国でしたが、
１２世紀にヒンド
ゥー教のセ―ナ朝に、そして１３世紀からイスラム教化
が始まり、
１６世紀にはムガル帝国のもとで商工業の中
心地へと発展しました。いまでは国民の８５％がイスラ
ム教徒です。シリーズで紹介していきたいと思いますの
で本日は以上です。ありがとうございました。

2014年9月に入会させていただき、
１年半以上が経
って２回目の卓話になります。今回は私の仕事について
お話しできればと思います。
私の会社の仕事は、公共工事をメインにした請負施
工業者です。公共工事と言いましても発注元には国、県
、市町村など管理管轄している、国から予算を貰って運
営しているところです。公営団地＝UR都市紀行も発注
元の一つです。公共工事といっても様々な種類がありま
す。例えば水道、雨水、下水の管を入れる工事をしてい
ます。
また道路を作る工事もしています。それぞれの工事
について簡単にご説明させていただきます。
１）水道工事 上尾市には東部・北部・西部の３カ所
の浄水場があり、市内３０カ所に深井戸と数カ所のポン
プ場があります。荒川の大久保浄水場、利根川の行田浄
水場から処理された水、市内各所の深井戸からの水を
浄水場に送る導水管工事、浄水場で処理された川から
の水と市内各所の井戸からの水を配合・処理し飲み水
として配水場に送り、配水場から各家庭に水を配る配水
管、給水管を設置する導水管工事、配水管工事を請け
負っています。配水は、配る水と書きます。水道管の対応
年数に応じて新しい水道管に変えるのですが、阪神淡
路大震災以降は地震に強い管接続箇所という耐震管
に切り替えています。工事では約１ｍ２０ｃｍの深さに
布設していきます。
２）下水工事 配られた水とは逆に、各家庭・市・県へ
と排水される生活排水の下水・下水道工事を行ってい
ます。下水道管は自然流化勾配をとっており、勾配は長
さ１ｍに対して深さ数ミリになっています。下水道工事
はさまざまな工事の最後になり、障害物を避けるための
事前調査が重要になります。
３）雨水工事 雨水は各家庭からＵ字溝、直接雨水
管へ行き、その後、処理施設に送られて、処理後、荒川
や利根川に排水されます。雨水・雨水管工事は下水道と
ほぼ同じで、自然流化勾配となっています。
４）道路（舗装）工事 アスファルト道路の車のわだち
でくぼんだ場所を舗装しています。交通量の多い道路は
水はけのよい透水性というアスファルトを用いて、中央
線や側線などのラインがよく見えるようにしています。交
通量の多かったり、店が密集している道路では、夜間工
事が基本となります。
私の会社で請け負っているすべての工事は天候に左

右され、道路の中にある埋設物に左右されます。毎回掘
る道路が違いますので、地下水のある所、一度も掘って
いない所、何回も掘り起こしている所、埋設されている
管が図面とは違うところなどさまざまです。作業員は経
験豊富な人もいれば、私より経験のない人もいます。
２
０年ほど前にはさほどなかった資格・届出がたくさんあ
り、有資格者制度、届出関係も煩雑な作業です。工事を
始める前にさまざまな届出をして、工事が終われば完了
・終了の届出もしなければなりません。繁忙期には工事
現場で監督をして、会社での書類作成と、自宅にはほと
んどいない日が続きます。
仕事をすることは今更ながら大変なことだなと感じて
います。
しかし困った時には、家族や、社員・友人・知人・
先輩・後輩といった仲間が助けてくれます。
これからも
家族や仲間を大切にして仕事を続けていこうと思いま
す。
ご静聴いただきありがとうございました。

坂本会員、卓話 ありがとうございました。

スマイル
武重会員 結婚祝の花 ありがとう
小林会員 結婚祝ありがとうございます。37回目の記念日です。
関口会長／久保田副会長／藤村幹事／樋口副幹事／大塚信郎会員／
富永会員／尾花会員／大木会員／大塚崇行会員／島村会員／
齋藤博重会員／齋藤哲雄会員／野瀬会員／宇多村会員／長沼会員／
斎藤修弘会員／門崎会員／坂本会員／春日会員／芳賀会員

5/12 出席率
出席 会員数
欠席 欠席数
前々回確定
修正（％）

３7
12

出席数 25
（％） 67.57

89.19

欠席数 4
（Ｍ・Ｕ） 10

ロータリ−情報委員会が
開催されました

平成28年5月12日

於：なすび

クラブ研修リーダー
尾花正明会員
ロータリー情報委員会
島村健委員長

大勢の会員が参加し、ロータリー
について学んで親睦も深めました。
皆様お疲れ様でした。
ご参加いた
だきありがとうございました。
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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）
ＴＥＬ 048-775-7788 ／ FAX 048-776-9799
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