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行事予定
4月 6日 献血運動に振替
4月13日 PETS報告
「次年度に向けて」
藤村作会長エレクト
4月20日（会場・時間変更）
地区研修・協議会準備
4月27日 4/21地区研修・協議会
に振替 於大宮ソニックシティ

会長あいさつ

2016-2017年度 久保田 勲会長

みなさんこんにちは。本年度35回目の例会に参加いただきありがと
うございます。本日は、上尾西ロータリークラブから大貫ガバナーエ
レクト様、次年度地区幹事・本田守様、ようこそ。米山記念奨学生チ
ョウドリ・イムルル君、ようこそ。本日は地区研修・協議会について
進めさせていただければと思いますのでよろしくお願いいたします。
連日の接線の中、WBC日本代表が負けてしまいましたが、上尾ロー
タリークラブが参加する全国ロータリー野球大会の日程が決まりまし
たので、昨日は尾花監督のもと練習会を含めての打合せを行いました。
今回は９年ぶりに出場ということでユニフォームも一新して臨む親睦
旅行を兼ねての甲子園大会になります。野球の聖地でもある甲子園に
て軟式野球ができるのはロータリークラブだけですので多くの会員に
参加していただきたいと思います。
ここのところオリンピックの話も聞かれなくなり、オリンピックに
向けた経済効果が見えてこない中、私は事前準備ということで少しは
恩恵を受けているということと、仕事柄、分別したリサイクルの言葉
には敏感なのでお話しさせていただきます。
五輪、パラリンピックのメダルを手にするのは、一握りのアスリー
トに限られていますが2020年大会では、どんなデザインのメダルが勝
者の胸に輝くのかわくわくするところでございます。
最初の近代五輪（アテネ、1896年）では、財政難もあって1位に銀
メダルとオリーブの冠、2位に銅メダルと月桂冠の冠が贈られ、3位に
メダルは授与されませんでした。東京大会組織委によると、国際オリ
ンピック委員会（IOC）が現在、求めているメダルの規格は直径70〜
120ミリ、厚さ3〜10ミリ、重さ500〜800グラムとなっているそうで
す。材料は金メダルが銀製で、6グラム以上の純金で金張にする。銀メ
ダルも銀製、銅メダルは特に規定がありません。原則は丸型ですが、
1900年パリ大会の時は「四角」だったと思います。
今回の東京大会では、使われなくなった携帯電話やパソコン、デジ
タルカメラなどから原料を取り出す「都市鉱山」で製作することにし
ているそうで、国民の協力でメダルを製作し、環境への取り組みや技
術力を世界にアピールする狙いがあるという事で、過去の大会でも一
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部に再生金属が使われたことはあっても全てをリサ
イクルで担うのは史上初めての試みだそうです。回
収は4月から始め、全国の自治体やNTTドコモの店
舗に回収ボックスを設置し、約5000個のメダルを
製造する予定で、必要な金属量は、金は数キロ、銀
は1トン、銅は1トン未満となりそうで、東京都の小
池百合子知事は「500万〜2,000万個の携帯電話が
必要になる」として協力を呼び掛けています。
デザインにも規定があり、夏季五輪は、表面にギ
リシャ神話の勝利の女神「ニケ」が、第１回アテネ
大会のメイン競技場「パナシナイコ競技場」に降り
立つ姿をデザインし、裏側には各大会のエンブレム
などを入れることになっています。
一方、冬季は比較的自由にデザインでき、2006
年トリノ大会でドーナツ型のメダルが製作された例
もあります。
2020年東京大会では、裏側に野老朝雄さんがデ
ザインした組市松紋が刻まれることは決まっていま
すが、詳細について組織委は「公募などを含めて検
討中」としています。デザインの発表時期は2019
年以降になりそうです。
またパラリンピックのメダルは五輪とデザインが
異なります。視覚障がい者への配慮から、表側には
大会名を点字で表記することになっています。昨夏
のリオデジャネイロ大会では、初めてメダルの中に
ステンレス製の玉が入れられ、音の大きさで金、銀、
銅の区別ができるようにしてあり、表彰台では多く
の選手がメダルを耳に当てて振る仕草が見られまし
た。
1964年東京大会では富士山がデザインされ、98
年長野大会では、大会マスコットの「パラビット」
が描かれたそうです。オリンピックに向けて一つの
楽しみにしていただければと思います。
本日は大貫ガバナーエレクト年度における大切な
地区研修・協議会の打合せですのでよろしくお願い
したいと思います。
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◆先日、日本デフフットサ
ルの日本代表選手にお越
しいただき、当クラブでもク
ラウドファンディングに支
援を行った国際大会です
が、無事に開催されたとの
報告と、支援へのお礼状が届きました。
◆会長あいさつの中にもあったように、甲子園の野球大
会ですが、当クラブの親睦旅行を兼ねる予定です。日程
は５月20・21日で、21日（日）が試合になります。応援が
てら、関西の観光をしに大勢の方に旅行にご参加いた
だければと思います。
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

チョウドリ・イムルル君

みなさんこんにちは。
１カ
月ぶりの例会参加になり、
本日が最後の例会参加に
なります。
皆さんもご存じのように、
私は国際ロータリー第
2770地区がバングラデシュで作られたロータリー ベタ
ギ ユニオンハイスクールという学校の卒業生として日
本に留学いたしました。それも川口西ＲＣさんがスポン
サークラブとして来日できています。地区の方々の支援
のおかげで日本語学校を卒業し、大学3年目から米山
記念奨学生となりました。ロータリーに縁があって私は
運が良かったなぁと思っております。
奨学生として昨年１年過ごし2年目は奨学生をやめよ
うと思っていたのですが、昨年3月末、米山記念奨学部
門の前年度部門委員長の堀田さんと、今年度部門委員
長の栗原さん、そして大塚ＰＧの３人でいろいろお話し
くださいました。私はどうなってももう奨学金はいらない
と思っていましたが、大塚ＰＧが「うちのクラブに来い、
私が守ってあげるから」
と言ってくださり、昨年4月、上尾
クラブの最初の例会に出席しました。その時、
「変わった
”風”があるな」
と思いました。前年度はなぜか知らない
けどいつも不安だったんですね。私がロータリークラブ
の例会に参加しているのは、米山記念奨学生になる以
前からで、いつも例会前はわくわくして待っていたんです。
ところが前年度の例会場では違いました。
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例会の前日から私は例会が怖くて不安になりました。
でも昨年4月から上尾クラブに来るようになるととても
安心して過ごせるようになりました。1年間お世話になり
ました。皆様があたたかく迎え入れてくださったことを、
一生忘れません。特に大塚ＰＧ、たいへんありがとうご
ざいました。
これからも日本におりますので、ぜひ機会が
あればまたクラブの例会に訪れたいなと思っております。
どうぞよろしくお願いいたします。

ロータリー米山記念奨学生修了式

3月12日、
ラフレさいたまで、2016年度ロータリー米山
記念奨学生修了式が行われ、イムルル君も立派に奨学
生を修了しました。島村米山記念奨学委員、関口カウン
セラー、ご出席ありがとうございました。お疲れ様でした。

例 会 主 題

地 区 研 修・協 議 会 につ いて

RI.D2770 ガバナーエレクト 大貫 等 様
いよいよ４月21日、私の
年度の「地区研修・協議会」
を開催するということで、今
日はそのために次年度地
区幹事の本田守さんより
説明にあがらせていただき
ました。本当に皆様方のお力添えがないと、地区研修・
協議会はたちゆかなくなってしまうので、上尾ＲＣの皆
様方にお願いしております関係でたいへん心強く思っ
ております。何卒よろしくお願いいたします。
また４月12日に第５Ｇの親睦ゴルフを企画させてい
ただいたのですが、上尾ＲＣの皆様には大勢ご参加い
ただきありがとうございます。当日は皆さんに楽しんでい
ただければと思いますので、重ねて御礼申し上げ、挨拶
にかえさせていただきます。本日はよろしくお願いいたし
ます。
この後、
４月２１日（金）に開催される
「地区研修・協議
会」の作業フローについて本田守次年度幹事様と島村
実行委員長からご説明をいただきました。

イムルル君、奨学生修了おめでとう！
大学卒業&就職 おめでとう！

スマイル
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大貫ガバナーエレクト 第５G親睦ゴルフ
（4/12）
ご参加あり
がとうございます。
また地区研修・協議会、
よろしく
お願いいたします。
本田次年度地区幹事 地区研修・協議会では
たいへんお世話になります。
村岡会員 良い陽気となって参りました。
島村会員 地区研修・協議会、
よろしくお願いいたします。
齋藤博重会員 地区研修・協議会、がんばりましょう。
春日会員 結婚祝い、ありがとうございます。
芳賀会員 野球の練習、頑張ります。

