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皆さん、明けましておめでとうございます。皆様、すこやかな気持
で新年を迎えられたことと思います。本年度24回目の例会になります。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。本日は東京御苑ＲＣ河野様、
米山記念奨学生チョウドリ・イムルル君、ようこそ。昨年末に行われ
た米山記念奨学部門「感謝の集い」は奨学生がロータリアンに感謝を
示す集いですが、いろいろなアトラクションで楽しませていただき、
プレゼントまでいただきありがとうございました。今日はそのネクタ
イを付けて例会に臨ませていただきました。
私ごとではありますが、今年の目標は朝一番に鳴く鳥に学び新しい
チャレンジを目標にしていきたいと思います。と言いましても私抜き
の家族会議で決まったことに私は便乗するだけなのですけれども。今
年の元旦は、大晦日に紅白を見ながら酒をのみ夜更かしをし、いつも
は昼前に目が覚めるのですが、今年の目標のチャレンジがあるので、
夜更かしもほどほどに東京・高尾山への山登り〜初日の出にチャレン
ジしてきました。頂上で見た初日の出はとてもきれいで年初めに新し
くなにかにチャレンジでき、いいスタートがきれたと思います。
さて今年は十二支でいう「鳥」年（酉年）でございます。“酉”を調
べてみたら、人に時を報せる動物、「とり」は“とりこむ”と言われ、
商売などには縁起の良い干支でもあります。2017年は酉年なのですが、
正確に言うと“丁酉”（ひのととり）になります。「酉」は元々、口の
無い酒つぼや、お酒は熟した果物から作られることから「実る」とい
う意味もあるのだそうです。これを「とり」と読むようになったのは、
理由は定かではなく、単なる当て字のようです。「実る」という意味
があるように「酉」はとても縁起のいいものなのです。年末になると
関東地方の下町で熊手を露店売りしている「酉の市」のニュースが流
れますね。「酉」とは「実る」という意味で、運も「取り込む」とい
うことから、酉年はとても縁起のいい年だということです。
ちなみに酉年生まれの方の特徴は、行動力があり、決断も早いと言
われています。また面倒見も良く親切で、社交的で人脈の多いようで
す。酉年生まれの人は思慮深い性格の人が多いそうです。頭が良いと
いうことですね。先程言ったことと合わせると、酉年生まれの方はお
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仕事がよりできそうなイメージですね。
話は変わり、昨年ロータリー世界では「柔軟性」
という言葉が頻繁に使用されていますが、これは
2016年度規定審議会で会員身分・例会・出席にお
けるより多くの裁量をクラブに与える立法案が採択
されたためです。これによりクラブは現会員の参加
を促し、より多くの人を入会へと導くために、斬新
な方法をクラブに導入することができます。皆様と
クラブでどのようにこの柔軟性を取り入れられるか
が大きなカギになるかと思います。
新しい年を迎え「人類に奉仕するロータリー」を
テーマにさらに実践するべく意欲を高めてまいりた
いと思います。本日もよろしくお願いいたします。

幹

事

報
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本日は、新年例会のご案内をさせていただきます。1
月26日、恵比寿亭で18:30から開催します。大勢の会員
皆様のご参加をお願い申し上げます。
プログラム委員会 宇多村海児副委員長

本年3月は5回の例会が
あり、
プログラムを練ってい
るのですが、企画の最有力
候補としてなるべくベテラ
ンの会長経験者から卓話
をいただこうということで
固まりつつあります。卓話のお願いがプログラム委員会
からありましたら、ぜひお引き受けくださいますようお願
い申し上げます。

R L I 修了証 授 与

樋口 雅之幹事
◆下期会費納入のお願い
という用紙を配らせていた
だきました。納入期限は2
月19日迄となっています。
◆１月のロータリーレート
は１ドル＝１１６円です。
◆ローターアクト年次大会が3月4日（土）、独協大学で
開催されると案内が届いています。
◆4月15〜17日、2泊3日でRYLA研修が鹿児島県知
覧で開催されるのですが、定員までまだ余裕があるそう
ですので、ぜひ参加いただければと思います。
◆2020年、日本のロータリー100周年に備え、当地区・
北清治ＰＧが委員長となり100周年委員会が作られま
す。
こちらの人頭分担金を1会員あたり200円で近々送
金します。
◆手続要覧2016年度版が1月下旬頃に印刷納品され
るので、出来上がり次第、配布させていただきます。
◆埼玉中央よみうり1月3日号で当クラブの青少年育成
支援事業が掲載されました。

委員長報告

樋口雅之会員にRLI PartⅢ修了証が授与されました。

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

今年もよろしくお願いいたします。学校では卒論
を提出し一段落しました。次は展覧会があり、3月
の卒業にむけてスムーズにいければいいなと思って
います。米山記念奨学生の修了も残り２カ月ほどに
なりました。どうぞよろしくお願いいたします。

親睦活動委員会 斎藤修弘委員長
年末のクリスマス例会で
は不在となりご迷惑をおか
けしました。父の葬儀では
クラブからお花とお見舞い
をいただき御礼を申し上げ
ます。

AGEO ROTARY CLUB

にはトラバントというメーカーがあり、今では骨董的な
ことで価値が上がっているようです。
RI.D2580地区 東京御苑RC 河野 担司様
ドイツと日本の共通点は、戦後急速に資本主義の影
私どものクラブは一昨年
響を受け工業化が進んだことです。例えばカメラ業界で
前の3月に創立したばかり
は、
ドイツにはライカがあり、
レンズではツァイスがありま
です。当時は40名ほどの会
す。
６月にドイツに行ったら、圧倒的にキャノンとニコン
員数でしたがその後、会員
ですね。
増強にあけくれ、現在は
戦争中ですと、日本には零戦がありドイツにはメッサ
120名を越えております。
ーシュミットがありました。同じように優秀な飛行機でし
私は最長老で、会員には34〜35名の女性と外国人もお た。潜水艦ではドイツはUボートがあり、日本では伊号と
り国際色豊かなクラブです。
いう大きな潜水艦があったようです。そういう意味で、
「
もともと私は福島県のロータリアンが長かったのです 近い国」
という意味で工業製品ではお互いに切磋琢磨
が去年の3月に東京御苑クラブに入会し１年近くになり しあったようです。
ました。福島西クラブに所属していたので、スペインの国
ドイツの東側からはポーランドとチェコ、オーストリア
際大会を機に、全国主要都市の西クラブをメーキャップ があり、南の方にスイス、南西にフランス、ベネルクス３
してみようと思いたち、
８年かけて47都道府県すべて、
国と、北はデンマークに囲まれています。私は30年前に
200クラブを達成しました。6年前に震災で福島は原発
ミュンヘンで開催されたロータリー国際大会に行って
事故に見舞われたので一旦休止しましたが、
５年前か
おり、今回の訪独は２回目だったのですが、今回はキリ
らまた再開し、本日で２２４クラブ目になりました。今年
スト教の牧師さんと２人で旅をしました。牧師さんはド
も、幸先のよいスタートをきらせていただきました。本当
イツ語が得意でして、私は学生の時に医学ドイツ語を学
にありがとうございます。
んだだけで会話は不可能であいさつ程度でした。普通
の観光旅行ではライン川下りや、オーストリア・フランス
例 会 主 題 〜 卓 話
との国境へ行くことが多いようです。
ライプツィヒ、
ドレス
岡野 晴光会員
デン、ヴィッテンベルク、ベルリンといった昔の東ドイツ
への観光旅行はあまりないようです。
ミュンヘンは日本
「 日 本とドイツ 」
昨年12月21日にドイツの首都ベルリンでテロが起き、 人観光客が多く、サッカーが有名です。バイエルン・ミュ
60人ほどの死傷者がでました。
ドイツは比較的テロに対 ンヘンというチームはとても強く、孫のためにユニフォー
ムを買ったことがあります。
して安全な国で、私が昨年ドイツに行った６月中旬にも
ドイツのお土産の話をしたいと思いますが、あまりお
小さいテロはあったのですが、
ここまで大きいテロはな
土産はありません。シュタイフというテディベアは高いも
かったので、今年はたいへんな年になるのだろうなとい
のになると１つ２〜３万円します。あとはリモワというト
う予感がします。
ランクです。世界でも優秀なアルミのトランクです。それ
さて日本とドイツは、
「遠くて近い国」
というテーマで
と簡単なものではヘンケルというキッチン用品がありま
お話しします。私は今年80歳になります。第二次世界大
す。マイセンという陶器もあります。
戦時に、日独伊の三国同盟があったことはご存じでしょ
本日は卓話させていただきありがとうございました。
うか。日本の東条さん、
ドイツのヒットラー、イタリアのム
ッソリーニたちが欧米諸国に対抗するため同盟をつくっ
たんですね。遅れて資本主義国の仲間入りをしたので
手を携えたわけです。1939年に第二次世界大戦が始ま
り、翌々年に真珠湾を攻撃しました。イタリアは1944年
に降伏し、その後、
ドイツも降伏。日本も粘りましたが、原
爆を投下されて降伏〜ポツダム宣言を受諾しました。
ドイツというとまず第一に車をイメージすると思いま
す。メルセデスベンツ、
フォルクスワーゲン、アウディ、
Ｂ
岡野晴光会員、
ＭＷなどが日本の方々に親しまれていますが、東ドイツ
卓話いただきありがとうございました！

メー クアップ
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新春賀詞交歓会

於：東武上尾バンケットホール

上尾商工会議所様が主催、上尾ＲＣ、上尾西ＲＣ、上尾北ＲＣ、ほか各団体が後援する
「新春賀詞交歓会」が東武上尾バンケットホールで盛大に開催されました。上尾市内の中
核となる実業人及び専門職業人200名以上の方々が参加した交歓会。当クラブからは神
田博一パスト会長が上尾商工会議所第７代会頭として、
また島村穰名誉会員が上尾市長
として年頭のご挨拶を述べました。
また島村健パスト会長が、上尾商工会議所副会頭として紹介され、樋口雅之幹事は上
尾商工会議所青年部会長として神田会頭・島村市長とともに鏡開きを行いました。
会員の皆様、
ご参加いただきありがとうございました。

掲載されました

埼玉中央よみうりと、あぴお1月号に
当クラブの奉仕活動が掲載されました。

スマイル
RI.D 東京御苑RC 河野担司様
久保田会長／藤村副会長／樋口幹事／須田会員／武重会員／
岡野会員／大塚信郎会員／小林邦彦会員／井上会員／
村岡会員／尾花会員／大木会員／大塚崇行会員／島村会員／
齋藤博重会員／関口会員／野瀬会員／宇多村会員／
長沼会員／斎藤修弘会員／春日会員／芳賀会員／

出席
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会員数
欠席数

前々回確定
修正（％）

38
14

100.00

出席数 24
（％） 63.16
欠席数 0
（Ｍ・Ｕ） 0
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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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